2011年４月１日現在
弊社納入実績の一部をご紹介させて頂きます。(順不同敬称略)

2010

王子製紙(株) 苫小牧工事場 N-1M/C～N-2.N-3.N-4M/C新設に伴う諸配管
王子製紙(株) 春日井工場 蒸気配管その他設備
王子製紙(株) 日南工場 N-2M/C改造設備
王子製紙(株) 米子工場 調整配管及タンク設備
王子製紙(株) 釧路工場 １M/C～４M/C配管
王子製紙(株) 富士工場 M/C原質配管
日本製紙(株) 釧路工場 M/C改造及原料配管
日本製紙(株) 石巻工場 １０M/C塗工室諸配管
日本製紙(株) 東京工場 ４M/C諸配管設備
日本製紙(株) 小松島工場 １～２M/C諸配管
日本製紙(株) 岩国工場 M/C諸配管
日本製紙(株) 勇払工場 Y-5M/C～Y-6M/C諸配管
日本製紙(株) 旭川工場 M/C諸配管
丸住製紙(株) 川之江工場 エバポレータ配管
丸住製紙(株) 大江工場 DIP繊維回収設備
丸住製紙(株) 大江工場 苛性化設備タンク製作・据付
三菱製紙(株) 八戸工場 ４M/C抄紙機配管他
三菱製紙(株) 北上工場 新M/C諸配管
大王製紙(株) 川之江工場 N1-M/C～N-4M/C抄紙機配管
大王製紙(株) N10M/C調整及マシン前配管
名古屋パルプ(株) N-3M/C DC配管
レンゴー(株) 利根川工場 N-4M/C配管
レンゴー(株) 八潮工場 N-1M/原質設備諸配管
中央板紙(株) 中津川工場 真空及DC配管
巴川製紙(株) M/C配管工事 原料配管
東海パルプ(株) 島田工場 M/C配管
北越製紙(株) 新潟工場 7～8M/C諸配管
リンテック(株） 熊谷工場 K-3M/C配管
リンテック(株） 三島工場 諸配管
中越パルプ工業(株) 能町工場 配管及びタンク製作
中越パルプ工業（株） 川内工場 ECF配管
大日製紙（株） ２，３M/C原料配管
紀州製紙（株） 紀州工場 原料配管
相川鉄工(株） リンテック(株）熊谷工場 K-3調整設備用配管
富士フィルム（株） 富士宮工場 原料配管
丸王製紙（株） 原料配管
三光製紙（株） １M-2M/C原料配管
北越製紙（株） N9M/Cカラーキッチン設備配管
小田原印刷局 紙料供給設備配管
小田原印刷局 叩解機外取設
加賀製紙（株） タンク製作
特殊東海製紙（株） 島田工場 プレスセクション更新配管
大王製紙（株） NKP二段酸素脱リグニン設備配管
紀州製紙（株） 紀州工場 パルプ設備 ラック及び配管

出光興産（株） 北海道製油所 共同備蓄113,000ｋｌ原油加熱コイル配管T-8～T-22
出光興産（株） 北海道製油所 国家備蓄113,000ｋｌ加熱スーパーヒーター配管T-1～10
出光興産（株） 北海道製油所 重油直接脱硫装置建設工事配管
出光興産（株） 北海道製油所 ３HRVモーン対策工事配管
出光興産（株） 北海道製油所 水素クチエン合流部配管改造
出光興産（株） 北海道製油所 RH復旧工事配管
出光興産（株） 北海道製油所 陸上出荷設備 炭化水素回収設備配管
出光興産（株） 北海道製油所 バイオエタノール海上出荷設備配管
出光興産（株） 大井川油槽所
日本製紙（株） 重油パイプライン
昭和石油（株） 12,000ｋｌ灯油タンク側板取替
王子製紙（株） 苫小牧港重油バース設備 苫小牧送油パイプライン
鹿島石油（株） RIPEーX(B）建設工事
共同石油（株） 大井川油槽所 タンク及配管
伊藤忠商事（株） 大井川 オイルターミナル
ゼネラル石油（株） 堺工場配管
防衛庁 千歳基地 燃焼風洞装置
防衛庁 浜松基地 ジェット燃料パイプライン及出荷～受入設備
新日本石油（株） 室蘭製油所 ネットガス配管
新日本石油（株） 仙台工場 軽油脱硫装置配管
旭カーボン（株） 新潟東港油槽所増強工事
太陽石油（株） 菊間工場 第三備蓄配管

2010

北海道エア・ウォーター(株） 苫小牧工場酸素アセチレン製造設備
北海道エア・ウォーター(株） 苫小牧工場水素工場製造設備
苫小牧液化ターミナル LPG.LNG装置製造設備
北海道エア･ウォーター(株) 札幌工場 LPG配管設備
三菱石油（株） 札幌工場 LPG配管設備
北海道エア・ウォーター(株） 北海道全般LPG工場建設配管工事
（株）巴商会 日立セミコンダクター水素チッソアルゴン設備
日本赤十字 千歳工場 LPG設備
四国アセチレン工業（株） アセチレン工場製造設備
（株）バイフア 北海道工場 LNG設備
中部ガス（株） 豊橋製造所 浜松製造所 LNG設備
（株）長田野ガスセンター LNG設備
ＳＫ勇払中央基地 天然ガス設備
新酸素化学（株） 苫小牧工場水素製造設備
新日本石油（株） 新潟油送所 ＬＮＧガス設備
気仙沼ガスＬＮＧサテライト建設工事
静岡ガス（株） 中達ガス掛川ＬＮＧサテライト建設工事
（株）ステンレス久世 羽昨工場 水素製造設備
浜田ガス（株） LNGサテライト建設工事
静岡ガス（株）LNGローリー出荷設備
静岡ガス（株）LNGリーン対応（LPG）配管工事
石油資源開発(株) 坑廃水処理システム設置付帯工事

住友化学（株） 愛媛事業所 硫酸８Cポンプ・タンク設備更新
住友化学（株） 愛媛事業所 M計画ラック配管
住友化学（株） 愛媛事業所 M計画タンク７基製作・据付
住友金属鉱山（株） 液化塩素設備配管
ダイトーケミックス（株） 静岡工場 プラント建設工事
川研ファインケミカル（株） 静岡工場 プラント建設工事
セントラル硝子（株） 川崎工場 GPP－FPC 1期～2期建設工事

2010

杏林製薬（株） 能代工場 建設・配管
塩野義製薬（株） 金ヶ崎工場 原薬製造設備 1期から2期
（株）バイフア 北海道工場 アルブミン製造設備
（株）ツムラ 藤枝工場 機械メンテナンス
科研製薬（株） 島田工場 タンク類製作取付
山之内製薬(アステラス製薬）（株） 焼津工場 原水タンク
花王（株） 川崎工場 KM21他配管
愛媛サニタリープロダクツ（株） 配管
ファイザー（株） 名古屋工場 配管
帝國製薬（株） ハップ剤 製造設備
大塚化学（株） 徳島工場配管
福寿製薬（株） 第五工場配管
天野エンザイム（株） 養老工場 第五工場配管
（財）化学及血清療法 菊地研究所 RK工場配管
アステラス製薬（株） 東光台研究ｾﾝﾀｰB－PJ
（株）トクヤマ 鹿島工場 プラント建設工事
日本フレーバー工業（株） 三田工場 建設工事
テイカ製薬（株） 第5第6工場建設工事
アステラス製薬(株) つくば研究センタ 治験薬設備

2010

サッポロビール（株） 札幌工場 送水配管
サッポロビール（株） 静岡工場 タンク製作及配管
アサヒビール（株） 四国工場 発酵タンク廻り配管
アサヒビール（株） 千歳工場 配管工場
ニッカウヰスキー（株） 仙台工場 ウイスキー醸造設備
カルビー（株） 千歳工場新設工事配管
カルビー（株） 滋賀工場新設工事配管
味乃素ベーカリー（株） 自動供給設備
（株）新日本化学 安城本社工場配管
日清オイリオグループ 磯子工場配管
(株)J-オイルミルズ 静岡工場 食用油タンク及び配管

富士通（株） 三重工場 工場設備配管
いすゞ自動車（株） 北海道工場 各種動力設備配管
住友電工（株） 奈井江工場 ガス配管
トヨタ自動車（株） 苫小牧工場諸配管
パナソニック電工（株） EVエナジー 電池製造供給設備
日本電気（株） 相模原 ラミネート 電池製造供給設備

日本電工（株） 徳島工場 1号炉冷却設備
（株）神戸製鋼所 加古川製鉄所 連続燃却炉諸設備
日本鋼管（株） 京浜製鉄所 ＷＢ式小径着燃入戻炉設備
日新製鋼（株） 東予工場 油圧計装諸配管工事

ポリプラスチックス（株） 富士工場 押出機設置工事
富士フィルム（株） 吉田北工場 新工場建設に伴う諸配管
富士フィルム（株） 吉田北工場 サイロ建設工事
富士フィルム（株） 熊本工場 DM6.7.8.9.10.11VGA機器設置配管工事

カミオカンデ素粒子観測装置 純水配管装置（神岡 鉱山内）
核融合科学研究所 5号機冷却水供給設備

2010

吉田町終末処理場
恵庭市下水終末処理場
加美郡衛生センター
美里終末処理場
ＪＡ清水農協終末処理場
輪島市納 浸出水処理設置建設工事
萩市見島 終末水処理設置建設工事
横浜市港北区 下水処理場
横浜市幸浦 下水処理場
東京都大田区 下水処理場
福岡市西部 水処理センターNO1焼却設備
埼玉県朝霞浄水場 配管更新

札幌市第三清掃工場諸配管設備
札幌市第四清掃工場諸配管設備
海部清掃工場 重油.ガス.空気配管設備
愛媛パルプ スラッジ燃却設備配管
浜松市北部清掃工場
諸配管工事
志太広域地区清掃工場
〃
東京大田清掃工場
〃
札幌市発寒清掃工場
〃
相模原清掃工場
〃
昭島市清掃工場
〃
恵山 クリーンセンター
〃
下妻 クリーンセンター
〃
浜北 クリーンセンター
〃
富里 クリーンセンター
〃
市島 クリーンセンター
〃
岳北 クリーンセンター
〃
大田原広域ごみ燃却設備
函館市日の出町ごみ燃却設備
仙台市ぎみ燃却設備油圧配管
宮崎県廃棄物総合処理センター建設工事
両津 クリーンセンター
諸配管工事
土佐 清掃工場
〃
屋板 清掃工場
〃
秦野市焼却場
〃
那須焼却場
〃
東河焼却場
〃
山形焼却場
〃
大館焼却場
〃
新島焼却場
〃
京都大学焼却場
〃
徳島大学焼却場
〃
泉佐野焼却場
〃

ナリコークリーンセンター
西村山 クリーンセンター
西海岸 クリーンセンター
浦河 クリーンセンター
横浜 ＭＭ２１地区ごみ移送設備
札幌市 西部スラッジセンター
南河内 焼却場
苫東リサイクルセンター
クリーンテックサーマル深谷
中防灰溶融施設工事
大府医薬廃棄物
東京リサイクル医薬廃棄物焼却場
大阪舞洲スラッジ焼却設備

尾瀬岩鞍リゾートスキー場
野辺山ハイランドスキー場
山越国際スキー場
羽鳥湖スキー場
猪苗代リゾートスキー場
花輪スキー場
ニセコモイワスキー場
ニセコ国際スキー場
ロックバレースキー場
八方尾根スキー場
宮之森ジャンプ場
鳴子町競技場
管平つくばくろスキー場
キトウシ国際スキー場
長野県野辺山ハイランド
仁山高原スキー場
天山ハイランドスキー場
芸北国際スキー場
岩岳スキー場
鈴蘭高原スキー場
白馬47スキー場
鳴子スキー場
グランデコ スキー場
夕張マウントレースイスキー場
開田高原スキー場
チャオ御岳スキー場
日本ランドHOWスキー場
リステルファンタジア
裏磐梯 猫魔スキー場

諸配管工事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

スノーメイキング配管工事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
以上

