塔槽類の工事履歴
history of oil tank work

平成１～１９年度

ポリクロームジャパン(株) 群馬

Ａ工場貯槽

1年

ポリクロームジャパン(株) 群馬

(ディックデグレモン）排水設備, 沈澱槽, 加圧浮上槽

1年

三菱モンサント化成(株)

排水平滑槽 他（9基）

1年

株式会社 クラレ 鹿島

ＣＲＴ(6基）

1年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島

Ｅ／工 貯槽（8基）

1年

協和油化(株) 四日市

（霞）ＫＲ-２０１,Ａ２０２ 4,000KL 製品タンク製作

1年

シィーシィーアイ(株)

(三菱油化エンジニアリング）タンク（3基）新設

1年

シィーシィーアイ(株)

(菱油化エンジニアリング） ＣＲＴ４基及び脱色塔(1基）

1年

日曹油化工業株式会社

Ｆ-１７０９ 製品貯槽製作

1年

大日本インキ化学工業(株)

新聞オフ輪工場 貯蔵タンク（8基）

2年

三菱化成(株) 四日市

（菱化テクノ）１４ＢＧ 出荷タンク建設

2年

和田化学株式会社

(三菱油化エンジニアリング）ポリプロ受入貯蔵設備
60ｍ3 サイロ(２基) 製作据付

2年

株式会社 クラレ 鹿島

屋外タンク貯蔵設備設置

2年

ライオン化学株式会社

(千代田工商) 100ｍ3 ＣＲＴ（2室）純水タンク

2年

三菱油化(株) 四日市

(三菱油化エンジニアリング） ＳＹプロジェクト槽類３(4基）製作

2年

鐘淵化学工業株式会社

３００TON 塩ビ製品ホッパー製作取付

3年

大日本インキ化学工業(株) 群馬

新聞オフ輪 原料 製品貯槽

3年

大日本インキ化学工業(株) 群馬

平版インキ設備 製品貯槽

3年

三菱油化(株) 四日市

Ｔ-９０１( 2,500ｍ3 ) 有水槽瓦斯貯槽

3年

協和油化(株) 四日市

(霞） 製品タンク(4,000KL）ＣＲＴ(２基）製作

3年

協和油化(株) 四日市

(午） Ｄ-４０３,４０７,４１８ 粗製品他貯槽製作( 3 基)

3年

東ソー株式会社 四日市

無水マイレン酸 製品タンク新設

3年

三菱油化(株) 四日市

(三菱油化エンジニアリング）
粗アルコール受入タンク(2,100KL CRT）他（２基）製作

3年

三菱油化(株) 四日市

(三菱油化エンジニアリング）
４ＡＥ 共通付帯設備ＳＵＳ他タンク(６基）製作

3年

三菱油化(株) 四日市

(三菱油化エンジニアリング）
ＳＡＰ製造設備設置 ＣＲＴ(５基）製作

3年

株式会社 クラレ 鹿島

槽類モノマータンク他（５基）

3年

株式会社 クラレ 鹿島

貯槽類 ＣＲＴ 他（４基）

3年

（１）

住金化工(株) 鹿島

原料 硫黄水 貯蔵

3年

鹿島北共同発電(株)

(三菱油化エンジニアリング） KOR 3,000KL P/J ＣＲＴ製作据付

3年

ワイルドダックＣ．Ｃ

(グリーンレイク） １０TON 水運搬用タンク（SUS,２基）製作

4年

大日本インキ化学工業(株) 群馬

群馬新聞オフ輪タンク増設

4年

協和油化(株) 四日市

(午） ＴＫ-８０１Ｂ 300KL（SUS）ＤＲＴ製作

4年

三菱油化(株) 鹿島

(千代田化工建設） 貯槽タンク製作

4年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島

ＭＴ-１０１０Ｃ 溶剤貯槽製作（75KL)

4年

協和油化(株) 四日市

YPR･ＲＴＫ-１２１ 970KL（SUS316L）製品タンク製作

4年

三菱油化(株) 鹿島

( I.H.I プランテック） ４ＡＥ-２設備 2,990KL（SUS304）タンク製作

4年

住金化工(株) 鹿島

マルチ化タンク製作（２基)

4年

三菱油化(株) 鹿島

(三菱油化エンジニアリング） ＭＭＡ ＳＴＯＣＫタンク製作

4年

三菱油化(株) 四日市

カーボンブラック原油タンク４基製作

4年

協和油化(株) 四日市

(午） ＮＳ-１ 槽(ＴＫ-８３６) 他 14 基製作

5年

協和油化(株) 四日市

(霞） ＫＲ製品タンク 300KL(SUS304) 製作

5年

出光興産(株) 知多

(日揮メンテナンス） ＳＡ装置硫酸タンク増設

5年

トヨタ車体(株) 員弁工場

(日本錬水） ＴＡ-０２ 純水貯槽製作

5年

三菱油化(株) 鹿島

(三菱油化エンジニアリング） ＮＧＬ-ＨＥ 950KL ＣＲＴ 建設

5年

岩谷産業株式会社

(千代田化工建設） Ｔ-４２１ 工業用水 3,000KL ＣＲＴ建設

5年

三菱油化(株) 鹿島

(三菱油化エンジニアリング） Ａプラント用タンク ３基製作

5年

鹿島北共同発電(株)

(三菱油化エンジニアリング） 排ガスダクト製作, 据付工事

6年

シェルジャパン(株)

ベッセルＶ-１５２イソブタン貯槽製作工事

6年

出光興産(株) 愛知

( 日揮メンテナンス） ＳＡ-Ｖ４／Ｖ８（13.5KL ドラム）２基製作

6年

三菱油化(株) 四日市

( 三菱油化エンジニアリング）
２Ｄ-４３０ＴＨＦ分離塔製作（φ600×14200L 4KL)

6年

油化シェルエポキシ(株)

２Ｔ-２０２ ＣＲＴ（60ｍ3）製作

6年

住金化工(株) 鹿島

フラッシュタンク据付工事

7年

銚子観光開発株式会社

ホテル リオ 向け高架水槽５ｍ3２基製作

7年

大日本インキ化学工業(株) 群馬

Ｆ工場Ｂ-３鉄架構工事

7年

旭オーリン株式会社

(三菱油化エンジニアリング） ＰＰＧ貯槽製作

7年

ライオン化学株式会社

(三菱油化エンジニアリング） 危険物屋外タンク製作

7年

鹿島北共同発電(株)

ＶＰ能増ステンレス製 槽類製作工事

7年

日曹油化工業(株)

ＥＯＡ真空設備受槽 他７基製作

7年

海上自衛隊小牧基地

(三鈴メック） 燃料施設120KL タンク新設

7年

協和油化(株) 四日市

(霞） ＲＴＫ-２０６ (600KL) ＣＲＴ 製作（SUS)

7年

（２）

協和油化(株) 四日市

(午） Ｄ-１０３ (850KL 、1,500×2,300H）製作

8年

協和油化(株) 四日市

(午） Ｄ-１０３ (フタル酸 850KL）ＣＲＴ 製作

8年

日曹油化工業(株) 四日市

ＭＦ-２１９他 機器製作 (３基）

8年

スギムラ化学株式会社

(三菱油化エンジニアリング） T-４０１（100KL）ＣＲＴ他 製作（４基）

8年

航空自衛隊 岐阜基地

重油（150KL）ＣＲＴ 製作

8年

陸上自衛隊 明野駐屯地

６００ＫＬ 覆土式タンク製作

8年

住金化工株式会社

脱硫槽設置工事

8年

大日本インキ化学工業(株) 群馬

Ｉ工場 製品容器製作工事

8年

鹿島北共同発電(株)

硫酸タンク Ｔ-１０４製作工事

8年

株式会社 トクヤマ

純水タンク製作(２基)

8年

協和油化(株) 四日市

(午起） ＮＳ-２ ＴＫ-８０７（47KL,３仕切）ＣＲＴ 製作

8年

日曹油化工業(株) 四日市

ＮＹＥ-６槽製作（300KL,６仕切）ＣＲＴ （２基）

8年

株式会社 クラレ

横型円筒槽（Ｖ-1622）及び竪型円筒鏡（Ｖ-1441）製作

9年

サンペトロケミカル(株)

(東洋エンジニアリング） 槽類製作

9年

大日本インキ化学工業(株) 群馬

クラビアインキ工場 建設地下タンク及び屋外タンク

9年

協和油化(株) 四日市

(午起） Ｄ-２１４Ａ（47KL,２仕切）ＣＲＴ 製作

9年

協和油化(株) 四日市

(午起） ＲＴＫ-１１Ｂ（47KL,２仕切）ＣＲＴ 製作

9年

コスモ石油(株) 四日市

( コスモエンジニアリング）
P/S・ＵＶ-３２５（ガスホルダー）製作設置工事

10年

三菱化学(株) 四日市

( 三菱化学エンジニアリング）
Ｔ-３０７-７（280ＫＬ：４分割）タンク製作工事

10年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング） 純水タンク（330KL:ＣＲＴ）製作

10年

武田薬品工業(株)

反応槽製作工事

10年

住金化工(株) 鹿島

製品タンク製作工事

10年

共同酸素(株)

Ｋガスバッファータンク４基製作

10年

三菱化学(株) 鹿島

製品タンク製作工事

10年

武田薬品工業(株)

ＭＭＸＤ－４２反応釜製作工事

10年

協和油化(株) 四日市

( コスモエンジニアリング）
汎用エーテルプラントＫＲ-３ タンク建設（７基）工事

11年

日本エタノール(株) 四日市

( 三菱化学エンジニアリング）
Ｔ-２１９（1800ＫＬ原料アルコールＣＦＲＴ→ＣＲＴ）改造

11年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島

新聞インキ製品タンク増設工事（６基）

11年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学エンジニアリング） KBE プロジェクトCRT4 基製作工事

11年

鹿島北共同発電(株)

分析用冷却水設備タンク製作工事

11年

（３）

武田薬品工業(株)

MD-358 製作工事

11年

住金ケミカル(株) 鹿島

CFA タンク(3 基) 製作工事

11年

武田薬品工業(株)

ＭＤ－５３製作工事

11年

住金ケミカル(株) 鹿島

メタノールタンク製作工事

11年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学エンジニアリング）CR タンク製作工事

11年

三菱化学(株) 鹿島

Ｔ－６０８(30m３) 製作工事

11年

株式会社クラレ 鹿島

Ｖ-１９７０タンク製作工事

11年

大日本インキ化学工業(株) 群馬

I/ 工600L 製品容器製作

11年

鐘淵化学工業(株) 鹿島

BSV-13009 高沸タンク製作工事

11年

三菱化学(株) 鹿島

CU ドリップス槽製作(V-209N)

11年

株式会社クラレ 鹿島

Ｖ-５４１４タンク製作工事

11年

コスモ石油(株) 四日市

( コスモエンジニアリング）
P/S・ＵＶ-３２５（ガスホルダー）製作設置工事

12年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
T-238（2000KL）CR 開放検査及び屋根板更新工事

12年

日本ポリケム(株) 四日市

3V- 403B(250KL)CRT 地震対策及び底板更新工事

12年

協和油化(株) 四日市

TK-003（3000M3 ガスホルダー）内槽更新工事

12年

東ソー株式会社 四日市

（東ソー機工）TK-2902B（廃ソーダ500KL）CRT 更新工事

12年

三菱化学(株) 鹿島

Ｔ－702 浮屋根補修工事

12年

味の素 (株) 川崎

(コスモエンジニアリング）苛性タンク(2 基) 新設工事

12年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島

600L 製品容器（30 基）製作

12年

鐘淵化学工業(株)

Ａ．Ｂ粉砕貯槽製作

12年

コスモ石油(株) 四日市

( コスモエンジニアリング）
CLC・T1-45・46CRT 点検及び底板取替工事

13年

日本ポリケム(株) 四日市

３V- 401E (200KL)CRT 地震対策及び底板更新工事

13年

丸善ケミカル(株) 四日市

F-405（300KL）CRT 開放検査補修工事

13年

旭硝子(株)

（大央産業）ストレージタンク９基製作工事

13年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学エンジニアリング） ４００ＫＬタンク設置工事

13年

鐘淵化学工業株式会社

ＳＩＢＳ関連タンク製作（５基）

13年

日本デコール(株) 桶川工場

(ディックテクノ）24ＫＬ地下タンク（2基）製作据付工事

13年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
SDA・T-510（150KL）CRT 底板更新工事

14年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
北T/Y・T-240（980KL）開放点検及び底板更新工事

14年

（４）

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
T-103（2100KL）CRT 開放検査伴う改造工事

14年

日本エア・ウォーター・ケミカル(株)

No 抽出塔TW-201 更新工事

14年

三菱化学(株) 鹿島

T-402 底板更新工事

14年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学エンジニアリング）ベンゼン大気放出量削減対策工事

14年

ユポコーポレーション(株)

33m3 ペレットサイロ設置工事

14年

シェリング・プラウ（株）滋賀工場

(三菱化学エンジニアリング）消火用水貯蔵CRT（450m3）２基製作工事

15年

東ソー株式会社 四日市

（東ソー機工）AT-803A（1.300KL）DFRT 開放検査に伴う側板更新工事

15年

三菱化学(株) 鹿島

MTY 高圧ガス（T）散水設備工事

15年

コスモ石油(株) 四日市

(コスモエンジニアリング）
T60-4（6000KL）FRT 開放検査に伴う底板更新工事

15年

コスモ石油(株) 四日市

(コスモエンジニアリング）
T60-3（6000KL）FRT 開放検査に伴う底板更新工事

15年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
T-702A（2650KL）開放検査に伴う底板更新工事

15年

日本エア・ウォーター・ケミカル(株)

MPK 酸化床板改修工事

15年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
T-521A・T631A・640A 改造工事

15年

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構

(日揮プロジェクトサービス）
防消火用水タンク建設工事

16年

(株) 辰巳商会 名古屋CT

（東南興産）塩酸タンク中継設備設置工事

16年

東ソー株式会社 四日市

（東ソー機工）TBA プラントOSBL 製品タンク製作設置工事

16年

(株) ユポ・コーポレーション

(三菱化学エンジニアリング）ペレットサイロV-236 据付工事

16年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）T-211（490KL）CFRT 更新工事

16年

伊藤製油(株)

(三菱化学エンジニアリング）
ひまし油CRT（600KL.900KL）2基作製工事

16年

コスモ石油(株) 四日市

(コスモエンジニアリング）
T509（5000KL）FRT 開放検査に伴う改造工事

16年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島

（ディックテクノ）EB・DB タンク更新工事

16年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学エンジニアリング）T-701B（1600KL）CRT 底板更新工事

16年

三菱化学(株) 四日市

T-208（765KL）CRT 法定開放検査及び改造工事

17年

協和発酵ケミカル(株) 四日市

YRK マルチ設備化RTK-51A/B（88KL）
RTK-52（90KL）CRT 製作工事

17年

コスモ石油(株) 四日市

(コスモエンジニアリング）P/S・T50-7FRT 開放検査及び底板更新工事

17年

（５）

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング） T-701A（1600KL）CRT 底板更新工事

17年

(株) カネカ

(カネカエンジニアリング） ストリッピング糟増設工事

17年

東邦化学工業(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング） V-105（300KL）タンク更新工事

17年

コスモ石油(株) 四日市

(コスモエンジニアリング）
T30-17 開放検査及び底板更新工事

17年

エア・ウォーター・ケミカル(株)

400KL95N タンク屋根板更新工事

17年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
No.2/Y・T-201（PCG9.500KL）FRT 危険物タンク開放検査

18年

(株) カネカ

バルク製品ホッパー増設工事

18年

鹿島石油株式会社

(日陽エンジニアリング） RACK-1＆13 鉄骨工事

18年

エ－ザイ(株)

(三菱化学エンジニアリング）
排水処理施設V-201A＆B 砂濾過器他６基製作工事

18年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング）
T-406 開放検査及び底板更新工事

18年

鹿島北共同発電(株)

3000KL タンクアニュラ取替工事

18年

(株) クラレ 鹿島

(クラレエンジニアリング）
コーンルーフタンク（V-1839・40）改造工事

18年

鹿島石油株式会社

(日陽エンジニアリング） 東電向け重油タンク追加リース工事

18年

日本エタノール株式会社

Ｔ-３０１Ｂ( 粗アルコール400KL)CRT 更新工事

19年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱油化エンジニアリング) T-1201 更新工事

19年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学) 4T-402B 新法対応開放& 更新

19年

三菱化学(株) 四日市

( 三菱化学エンジニアリング）YG･合潤増産対応Ｔ-８０５
( 原料CRT4 分割) 製作工事

19年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学エンジニアリング) T-612 開放検査及び改造工事

19年

東ソー株式会社

(東ソー機工) YD・ＤＴ-８０２(EDC1,300KL)CRFT 改造補修工事

19年

三菱化学(株) 四日市

RAC･２Ｔ-１３４･１３５( ラテックスE＆F) 貯槽２基製作工事

19年

鹿島石油株式会社

(日陽エンジニアリング) TK-711 屋根板補修工事

19年

三菱化学(株) 四日市

(三菱化学エンジニアリング) No.2T/Y･Ｔ-２０９(300KL)CRT 製作工事

19年

三菱化学(株) 鹿島

(三菱化学エンジニアリング) 危険物タンク(T-554) 開放検査及び
改造工事

19年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島

B/ 工硫化油増産機器(10 基) 製作工事

19年

三菱化学(株) 四日市

YG･合潤増産対応Ｔ- 833( 製品CRT2 分割) 製作工事

19年

協和発酵ケミカル株式会社

( 霞)ＫＡ-３・Ｄ- 406Ｂ(SUS100KL) 更新工事

19年

旭硝子(株)

(コスモエンジニアリング) 第二フロート用水素貯槽４基開放検査補修工事

19年

（６）

鹿島北共同発電株式会社

(三菱化学エンジニアリング) T- 401A VRO 対応改造工事

19年

東ソー株式会社

(東ソー機工) YB・ＢＴ-701(EDC490KL)CRT 屋根板更新工事

19年

鹿島石油株式会社

(日陽エンジニアリング) 8DS 建設VE-964(M)

19年

味の素(株) 東海事業所

(エルテックス) Ｔ6080-２(80KL) 酢酸貯槽CRT 製作工事

19年

株式会社 カネカ

EPS LPG ガスホルダーガス槽更新工事

19年

株式会社 カネカ

エアーボックス更新工事

19年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島

EP/ 工 NS 計量槽更新工事

19年

コスモ石油 (株) 四日市

(コスモエンジニアリング) 2R･Ｔ３-23CRT 屋根板更新

19年

協和発酵ケミカル株式会社

( 午)RPK・Ｄ-112CRT 更新工事

19年

コスモ石油 (株) 四日市

(コスモエンジニアリング) CLC･Ｔ3-24CRT 屋根板更新工事

19年

株式会社クラレ 鹿島

(クラレエンジニアリング) プラットフォーム及びラダー改修工事

19年

チヨダウーテ (株)

(コスモエンジニアリング) 55KL(A 重油)CRT 製作＆付帯配管工事

19年

コダックグラフィック
コミュニケーションズ (株)

巻き取りコイル用パレット製作工事

19年

四日市合成(株)

(三菱化学エンジニアリング) YG･Ｔ-775 原料タンク製作工事

19年

（７）

