
施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２０年度 東芝プラントシステム㈱
東電富津火力発電所  配管架構工事（４－２軸）
重量３２０，６１０Ｋｇ

鋼構造物工事

２０年度 東芝プラントシステム㈱
〃              ガスタービン保管容器製作
重量１６，２００Ｋｇ

設計・製缶工事

２０年度 東芝プラントシステム㈱
〃                燃料ガス弁壁フレーム製作
重量１０，６００Ｋｇ

設計・鋼構造物工事

２０年度 東芝プラントシステム㈱
東芝三菱産業向     吊ビーム製作
重量１６，１２４Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     ５工場機能移転付帯工事 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     熱交換器整備     ２式 メンテナンス工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸  ３プラント定期修理工事 定期修理工事

２０年度 新興プランテック㈱ 日本海石油㈱富山     Ｎｏ，４０２５石油タンク他保温リング取付工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 東亜石油㈱京浜     熱交換器整備     １式 メンテナンス工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台  ローデングラダーバント製作 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新潟県北越製紙㈱Ｎ０，９マシン配管ラック工事 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 〃              Ｎ０，９設備配管工事 配管工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新潟県北越製紙㈱     オフサイト新設キルン配管ラック工事 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新潟県北越製紙㈱     オフサイトＰＲ－０７Ａ配管ラック工事 鋼構造物工事

２０年度 横浜市 横浜市  栄第二水再生センター第二ポンプ沈殿池脱臭設備工事 脱臭設備工事

２０年度 横浜市 横浜市  磯子区天神橋バス停補修工事
バス停メンテナンス工
事

２０年度 横浜市 横浜市  金沢水再生センター汚泥消化タンク連絡橋整備工事 橋梁工事

２０年度 横浜市 横浜市  引地川水路橋伸縮部材補修工事 橋梁工事

２０年度 横浜市 横浜市港北区大曾根歩道橋撤去工事 橋梁工事

２０年度 横浜市 横浜市磯子駅前歩道橋修理工事 橋梁工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱麻里布  加熱炉加熱管改修工事 加熱炉工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，５１５  タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２０年度 新興プランテック㈱ コーニングジャパン（株）排ガス装置改修工事 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，４０３１  タンク屋根補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，６００４  タンクデッキ取替工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 石油資源（株）長岡鉱業９５０ＫＬタンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 日本触媒（株）姫路Ｖ－７１００Ｅタンク製作 製缶工事

２０年度 影島興産（株） 防塵塀改造工事 設計・鋼構造物工事

２０年度 ＩＨＩ ピニオンハウジング及びシャーフレーム製作 鋼構造物製作

２０年度 ＩＨＩ ベッド、クラウン製作 鋼構造物製作

２０年度 東芝プラントシステム㈱
東電富津火力発電所  階段塔（４－２軸）工事
重量５，０００Ｋｇ

設計・鋼構造物工事

平成２０年度　工事経歴書

平成20年度 工事経歴書 - 1 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２０年度 東芝プラントシステム㈱
東電富津火力発電所  ステーター分割吊ビーム製作
重量２６，２５７Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２０年度 東芝プラントシステム㈱
コロンビア向ローター・スターター兼吊ビーム製作
重量２６，２５７Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２０年度 信越エンジニアリング㈱ 反応塔コイルサポート更新工事 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 出光石油（株）千葉     定期修理工事 定期修理工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）千鳥他メンテナス工事 定期修理工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     熱交換器改造工事 鋼構造物工事

２０年度 巴機械工業㈱ セグメント架設ガータ製作 鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９４４タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９１０タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱麻里布  加熱炉改修工事 加熱炉工事

２０年度 新興プランテック㈱ 旭硝子（株）鹿島     ＳＴ－１０３重油タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 横浜市 横浜市西区南幸歩道橋拡幅工事（その３） 橋梁工事

２０年度 横浜市 横浜市西区南幸歩道橋拡幅工事（その２） 橋梁工事

２０年度 横浜市 横浜市西区南幸歩道橋拡幅工事（その４） 橋梁工事

２０年度 新興プランテック㈱ 日本海石油㈱富山     Ｎｏ，１３４石油タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ コーニングジャパン（株）ダクト用歩廊工事 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島２６Ｄ－１０１Ｎタンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 巴機械工業㈱ ＳＭＣ倉治     誇線橋手延桁製作 鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ ポリプラスチック（株）富士－３タンク補修工事
化学品貯槽メンテナン
ス

２０年度 新興プランテック㈱ エムシーターミナル（株）鹿川Ｎ０，１１１タンク側板更新工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 横浜市 横浜市磯子区天神橋（バス停歩行者）補修工事 橋梁工事

２０年度 横浜市 横浜市環状２号線森支線整備工事 橋梁工事

２０年度 横浜市埠頭公社 埠頭公社     Ｄ突提シャシー立掛ラック設備工事 鋼構造物工事

２０年度 新興プランテック㈱ 東西オイルターミナル㈱福井     石油タンク屋根板更新工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 扶桑建設（株） 神奈川県虫沢林道橋開設工事 橋梁工事

２０年度 新興プランテック㈱ 東亞石油㈱川崎ＴＫ－３３０５タンク解放点検工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 横浜市 横浜市     江ケ崎跨線橋架替工事 橋梁工事

２０年度 横浜市 横浜市鶴見駅西口ペデストリアンデッキ補修工事 通行施設工事

２０年度 横浜市 横浜市鶴見駅西口ペデストリアンデッキ化粧板工事 通行施設工事

２０年度 山九（株） 新日鉄（株）君津     Ｔ－７８６硫酸タンク製作 貯槽工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島２６Ｄ－１０１Ｈタンク保安検査工事 保安検査工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ－１カルボニア低減対策工事 メンテナンス工事

平成20年度 工事経歴書 - 2 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９４７タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     ２ＦＡ－１耐火補修工事 メンテナンス工事

２０年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     ＩＰＳ装置定期修理工事 定期修理工事

２０年度 東芝プラントシステム㈱
東電富津火力発電所向吸気フイルター室鉄骨製作
重量２３，６００Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９１０タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜Ｎ０，６０１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，４１８タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 東京久栄㈱
電源開発㈱向     クラゲ防止棚製作
重量９９，７１４Ｋｇ

鋼構造物製作

２０年度 巴機械工業㈱ 沖縄ワルミ大橋向メインフレーム製作 鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 富士石油㈱千葉     Ｔ－８２５６タンク側板取替工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，９１２タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 東芝プラントシステム㈱ 東電富津火力発電所向     配管架構工事 鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，１６２タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 昭和電工㈱千鳥     Ｎ０，８４１－２タンク解放点検工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 東レ㈱千葉Ｂ／Ｆ製作取付工事 鋼構造物製作

２０年度 中島産業㈱ 三起精工（株）向Ｎ０，１３１２     ベッド、スライド製作 鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 新潟県北越製紙㈱配管サポート取付工事 鋼構造物工事

２０年度 横浜市 横浜市鶴見駅西口ペデストリアンデッキ補修工事 通行施設工事

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱麻里布     加熱炉電対変更工事 加熱炉工事

２０年度 京浜産業㈱ ハウジング及びＩＫカーボディー製作 鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 昭和電工㈱扇島     定期修理工事 定期修理工事

２０年度 ＩＨＩ トップフレーム及びレバー製作 鋼構造物製作

２０年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸　　Ｎ０，９ＤＥ－３３Ａ／Ｂ熱交換器点検整備工事 メンテナンス工事

２０年度 新興プランテック㈱ 東亞石油㈱川崎Ｔ－３３１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 新興プランテック㈱ 住友化学㈱千葉ＴＫ－１２６１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２０年度 東芝プラントシステム㈱ 東洋鋼板向     吊ビーム製作     重量２，１２３０ｇ 設計・鋼構造物製作

２０年度 東芝プラントシステム㈱
日本製紙㈱岩沼     屋外配管ラック製作
重量２，１２３Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

平成20年度 工事経歴書 - 3 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２１年度 横浜市 横浜市  新羽ポンプ場滞水池     脱臭機械設備工事 脱臭設備工事

２１年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 旭硝子湘南工場     Ｂ－１湿式電気集塵機ダクト設置工事 鋼構造物工事

２１年度 横浜市 横浜市  江ケ崎こ線橋架替工事 橋梁工事

２１年度 横浜市 横浜市  能見橋耐震補強工事 橋梁耐震工事

２１年度 横浜市 横浜市  磯子区西町歩道橋補強工事 橋梁工事

２１年度 ＪＦＥ工建（株） 福井県五領川横断水路橋製作 橋梁工事

２１年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 旭硝子湘南工場     Ｂ－１ベントハウス切替改造工事 鋼構造物工事

２１年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 旭硝子湘南工場     新Ｂ－１集塵機設置工事 鋼構造物工事

２１年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 旭硝子湘南工場     鋼製自立型煙突製作据付工事 鋼構造物工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新潟県北越製紙㈱     Ｎ９マシン建屋内バイプラック追加工事 鋼構造物工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，２７７７６  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，４０３１  タンク屋根輔修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，４１３  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，６００５  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９１６  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９３１  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９４１  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９７１  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，Ｐ－１０４  タンク屋根補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 住友化学㈱千葉     ＴＫ－７０２Ａタンク底板取替工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ コーニングジャパン（株）掛川ダクト製作取付工事 鋼構造物工事

２１年度 新興プランテック㈱ 旭化成（株）タワートレイ改造工事 鋼構造物工事

２１年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     Ｎ０，２１２７，Ｎ０，２１２７タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 三菱ガス化学㈱新潟     ＡＵ装置工事 メンテナンス工事

２１年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 旭硝子湘南工場     集塵機ダクト工事 鋼構造物工事

２１年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 千葉県美浜市向     廃水貯槽新設工事 貯槽製作・工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，３２５，Ｎ０，３２１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，４２７  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，５６１  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     ＲＦＣＣコンバーター／リジエネレーター改造工事 メンテナンス工事

２１年度 新興プランテック㈱
東電富津火力発電所  階段塔（４－２軸）工事
重量５，０００Ｋｇ

検査工事

平成２１年度　工事経歴書

平成21年度 工事経歴書 - 1 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２１年度 新興プランテック㈱
東電富津火力発電所  ステーター分割吊ビーム製作
重量２６，２５７Ｋｇ

石油貯槽メンテナンス

２１年度 横浜市
コロンビア向ローター・スターター兼吊ビーム製作
重量２６，２５７Ｋｇ

橋梁工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，８０１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，８２５，Ｎ０，５１４  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９１３，  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，３２５，Ｎ０，３２１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９５４，Ｎ０，９３５  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 五洋建設㈱ 神奈川県湯河原     歩道専用橋工事 橋梁工事

２１年度 新興プランテック㈱ 出光石油㈱千葉     ＤＷ－Ｖ８タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，５３２，Ｎ０，１１２  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 横浜市 横浜市鶴見駅西口ペデストリアンデッキ補修工事 通行施設工事

２１年度 横浜市 横浜市鶴見駅西口歩道橋改修工事 橋梁工事

２１年度 影島興産（株） 防塵壁・土間改修工事 設計・建築工事

２１年度 影島興産（株） 本社工場     内壁養生他工事 設計・建築工事

２１年度 新興プランテック㈱ 出光石油㈱千葉     Ｈ２０年度定期修理工事 定期修理工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     本牧１地区定期修理工事 定期修理工事

２１年度 新興プランテック㈱ 東亜石油㈱川崎     熱交換器点検整備工事 メンテナンス工事

２１年度 横浜市 横浜市新羽ポンプ場滞水池脱臭設備工事 脱臭設備工事

２１年度 横浜市 横浜市         水再生センター連絡橋整備工事 橋梁工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９１２，Ｎ０，５５５  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 横浜市 横浜市港北区大曽根歩道橋撤去工事 橋梁工事

２１年度 山九（株） 新日鉄（株）君津Ｔ－７８６硫酸タンク製作設置工事 貯槽製作・据付工事

２１年度 新興プランテック㈱ 日石化学㈱川崎     ２６Ｄ－１０１保安検査工事 保安検査工事

２１年度 新興プランテック㈱ 東西オイルターミナル㈱福井     石油タンク屋根板更新工事 鋼構造物工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，２９１  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜Ｎ０，２９３５タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，４１８  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，５１３  タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９４７タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日石化学㈱浮島     オイルセパレーター製作据付工事
鋼構造物製作・据付工
事

２１年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     ＩＰＳ＃１２０９，＃１２０９タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     ４ＥＰＶ－１８，ＺＰＳ＃５００，タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

平成21年度 工事経歴書 - 2 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２１年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     ＺＰＳ＃２１８１，ＺＵＳ２１９３タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     球形タンク他補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 住友化学㈱千葉     ＴＫ－１２６タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 昭和電工㈱扇島     定期修理工事 定期修理工事

２１年度 新興プランテック㈱ 昭和電工㈱千鳥     ＴＫ－８４１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日石化学㈱浮島     ２６Ｄ－１０タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     ２ＡＦ－１     耐火補修工事 メンテナンス工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     ＮＩカルボニアル低減対策工事 メンテナンス工事

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，８０５タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９０５タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 東亜石油㈱川崎     Ｔ３１１側板、屋根取替工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 日本触媒㈱姫路     Ｖ－７１００Ｅ製作設置工事 貯槽製作・据付工事

２１年度 新興プランテック㈱ 富士石油㈱千葉     Ｔ－８２５６タンク側板取替工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 東芝プラントシステム㈱
関西電力向     復水器チューブ搬入用モノレール製作
重量     ４，０００Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２１年度 東芝プラントシステム㈱
大阪ガス㈱／泉北向     蒸気タービン用ノズルダイヤフラム受台製作
重量     ３，３３０Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２１年度 東芝プラントシステム㈱
大阪ガス／泉北向     蒸気タービン用ノズルダイヤフラム受台追加製作
重量     １３，３４０Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２１年度 横浜市 横浜市     市道高島台第１７号線道路建設工事 橋梁工事

２１年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     ＺＰＳ＃５００６タンク改修工事 石油貯槽メンテナンス

２１年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     定期修理工事 定期修理工事

平成21年度 工事経歴書 - 3 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２２年度 東芝プラントシステム㈱
東電柏崎刈羽原子力発電所向     ＧＩＳケーブル　ＣＶ架構  製作
重量     ３４，５００Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２２年度 東芝プラントシステム㈱
東電富津火力発電所向  ガスタービンロータコンテナ改造工事
重量     ７，０００Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２２年度 東芝プラントシステム㈱
インド／カダロワ向     吸気フィルター製作
重量     ７，０００Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２２年度 （株）ＮＩＰＰＯ Ｅ棟改修第一期工事 建築工事

２２年度 新興プランテック㈱
新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，１６３タンク浮屋根シングルデッキ前面
取替工事

石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島２６Ｄ－１０１Ｄタンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，１０３タンク浮屋根改修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９４６タンク浮屋根改修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９３１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，５１４タンク浮屋根改修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 五洋建設㈱ レーベンゾシア湯河原Ⅱ歩行者専用橋新築工事 橋梁工事

２２年度 新興プランテック㈱ コスモ石油㈱＃１４５１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     脱機器新設工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，１６３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９１４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，１０３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９３５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，５１４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，８２５，  Ｎ０，５１４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，９５１，Ｎ０，７５５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，５３５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 日石化学㈱川崎     ＴＫ－８４－１タンク開放検査及び底板撤去更新工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 日本触媒㈱浮島     ４ＦＯ増設第３期工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，３２５，  Ｎ０，３２１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，２７９７タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 三菱ガス科学㈱横浜     アンモニア装置Ｔ－２０２補修工事 メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     石油タンク開放検査工事 検査工事

２２年度 大竜海運（株） 第五大竜丸鋼製艙口蓋取付工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，１３６  タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 藤原鋼材㈱ 泉機械タワークレーン躯体補強工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸Ｎ０，４２７タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

平成２２年度　工事経歴書

平成22年度 工事経歴書 - 1 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２２年度 新興プランテック㈱
丸善石油㈱千葉     ＺＰＳ＃２１１１ＥＯＦ－８Ｂ１１タンク定期検査工
事

検査工事

２２年度 京浜産業（株） 富士電機（株）向     ＳＴ枠製作 鋼構造物製作

２２年度 新興プランテック㈱ コスモ石油（株）千葉＃１４５１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新興プランテック㈱訓練センター架台工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｎ０，６００２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 北越製紙（株）向     配管サポート取付工事     その１ 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島     タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 横浜市 横浜市     新機橋建設サポート     歩廊工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 富士石油（株）千葉     ＦＣＣスタンドパイプ工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     １０Ｄ４７タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ コスモ石油（株）千葉＃２１９２タンク法定解放検査工事 検査工事

２２年度 西松建設（株） 戸塚駅西口第１地区公共施設整備工事 橋梁工事

２２年度 旭硝子ンジニアリング（株） 旭硝子（株）千葉     Ｓ３０３６タンク屋根板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     ７ＣＦ－１０２コンバーターパネル取付工事 鋼構造物工事

２２年度 旭硝子ンジニアリング（株） 旭硝子（株）千葉     Ｓ３０３３Ｃ／Ｓ３０３３Ａタンク屋根板補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 東芝プラントシステム㈱
大阪ガス㈱／泉北     向ノズルダイヤフラム受台工事
重量３，３３０Ｋｇ

設計・鋼構造物製作

２２年度 新興プランテック㈱ コスモ石油（株）千葉     ＦＣＣ再生塔内部架台工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 太陽石油（株）今治     スペシャル配管サポート工事 鋼構造物工事

２２年度 ＩＨＩ建機（株） ＨＣ－１６５クローラフレーム　　＃８１，８２，８３工事 鋼構造物製作

２２年度 京浜産業（株） 富士電機（株）向     ＳＴ枠     ＲＥＹＫＪＡＮＥ工事 鋼構造物製作

２２年度 新興プランテック㈱ コーニングジャパン（株）掛川９９１１ダクト改造工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ コスモ石油（株）千葉     ＃５００６ナフサタンク他定期開放工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ コスモ石油（株）千葉     ジェット燃料タンクノズル新設工事 メンテナンス工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     パネル工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｐ６２９タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     Ｐ６３２タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     Ｎ０，９１８タンク他検査付帯工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 巴機械工業（株） 高架橋     ガーター受台工事 鋼構造物製作

２２年度 影島興産㈱ 天井走行クレーンレール交換工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ コスモ石油（株）千葉     ２ＰＳ２１４５タンク開放点検工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島     ２６Ｄ－３６４タンク保安検査工事 検査工事

平成22年度 工事経歴書 - 2 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２２年度 新興プランテック㈱ 丸善石油㈱千葉     ＃２１９１，タンク他工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱横浜     ホイストレール支持架台工事 鋼構造物製作

２２年度 ㈱大浜鉄工所 溶融炉点検架台据付工事 鋼構造物製作

２２年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 旭硝子（株）千葉     Ｔ－３００１塩酸タンクノズル更新工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 ＡＧＣエンジニアリング㈱ 京葉モノマー（株）千葉     廃水タンク工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島     ２６Ｄ－３３５Ｂタンク開放検査工事 検査工事

２２年度 新興プランテック㈱ 東亜石油㈱水江     ＴＫ－５１７タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 富士石油（株）千葉     ＦＣＣ改造工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ コーニングジャパン（株）掛川９９１３／９９１４ダクト取付工事 鋼構造物工事

２２年度 京浜産業（株） 落下防止ブラケット部品製作 鋼構造物製作

２２年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島     Ｄ２６Ｄ－１０１Ｋタンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台     Ｔ－０１１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台     Ｔ－２１７タンク開放点検工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台     Ｔ－００２タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台     Ｔ－２１１タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台     ２００９年度定期修理工事 定期修理工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台     Ｔ－００７タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱仙台     Ｔ－００２タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 三菱ガス学（株）仙台     Ｔ－２０２タンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 新興プランテック㈱ 新日石化学（株）浮島     ２６Ｄ－１０１Ｄタンク補修工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 横浜市 戸塚駅前東海道線こ線人道橋新設工事（その１） 橋梁工事

２２年度 横浜市 戸塚駅前東海道線こ線人道橋新設工事（その２） 橋梁工事

２２年度 静岡県 １３６号線函南三島ＢＰ道路改良（西小前歩道橋上部工） 橋梁工事

２２年度 静岡県 １３６号線函南三島ＢＰ道路改良（歩道橋階段工） 橋梁工事

２２年度 静岡県 南上ノ原梅田線緊急地方道路整備事業（鋼製階段工その１） 橋梁工事

２２年度 静岡県 南上ノ原梅田線緊急地方道路整備事業（鋼製階段工その２） 橋梁工事

２２年度 新興プランテック㈱ 広島県江田島     ＴＡ－１０１タンク整備改造工事 石油貯槽メンテナンス

２２年度 横浜市 新羽ポンプ場滞水池導水渠脱臭機械設備工事 脱臭設備工事

２２年度 新興プランテック㈱ 出光興産㈱千葉     Ｈ２１年潤滑油装置定期修理工事 定期修理工事

２２年度 新興プランテック㈱ 富士石油㈱千葉     ＦＣＣ装置ディストリビューター更新工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱室蘭     定期修理工事 定期修理工事

２２年度 信越エンジニアリング㈱ 信越化学工業（株）磯部     ＰＲ－４槽ジャケット部更新工事 鋼構造物工事

平成22年度 工事経歴書 - 3 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２２年度 信越エンジニアリング㈱ 信越化学工業（株）磯部     水洗塔架構補強工事 鋼構造物工事

２２年度 新興プランテック㈱ 新日本石油精製㈱根岸     定期修理工事 定期修理工事

２２年度 東芝プラントシステム㈱
インドネシア／チラチャップ向     吸気フィルター製作
重量７，８００Ｋｇ

鋼構造物製作

２２年度 新興プランテック㈱ 太陽石油㈱菊間製油所向     ＲＦＣＣ配管工事 配管工事

平成22年度 工事経歴書 - 4 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　Ｍ－１０装置分散板噴射口取付座製作 鋼構造物製作

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　Ｍ－９装置反応塔分散板整備 メンテナンス工事

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）新潟火力発電所向　発電設備パイプラック工事　 鋼構造物工事

２３年度 新興プランテック（株） 　花王(株)鹿島向　Ｄ２エリアパイプラック製作工事 鋼構造物工事

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）横須賀向　ケーブルトレイ架台製作他　 鋼構造物製作

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　Ｍ－９，１０反応塔出口管改造工事 設計・配管工事

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　Ｍ－１　サイクロン供給槽ジャケット補修工事 メンテナンス工事

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　Ｍ－２反応塔出口配管改造工事 配管工事

２３年度 （株）紅梅組 　下永谷大船線　歩道橋階段設置工事 橋梁工事

２３年度 横浜市道路局 　ヨコハマポートサイト地区歩道橋改修工事 橋梁工事

２３年度 三井造船プラントエンジ(株) 　宇部興産(株)宇部向　加熱炉耐火工事 加熱炉工事

２３年度 横浜市道路局 　戸塚駅前市街地再開発　矢沢方面歩道橋築造工事 橋梁製作・工事

２３年度 静岡県 　国道１３６号函南道路改良工事（西小前歩道橋工事） 橋梁製作・工事

２３年度 横浜市整備局 　戸塚駅東海道こ線人道橋工事 橋梁製作・工事

２３年度 巴機械工業（株） 　ジャキアップ機器ブラケット製作 鋼構造物製作

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　駿河　原子力発電所向　ダイヤフラム架台製作 鋼構造物製作

２３年度 中嶋産業(株) 　三起精工(株)向　機器ヘッドスライド製作 鋼構造物製作

２３年度 京浜産業(株) 　トレーラー機器部品製作 鋼構造物製作

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　吊り天秤部品製作 鋼構造物製作

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ横浜　熱交換器メンテナンス工事 メンテナンス工事

２３年度 京浜産業(株) 　中国向　ＳＴ枠部品製作 鋼構造物製作

２３年度 浜崎建設工業(株) 　橋梁及び部品製作 橋梁製作

２３年度 京浜産業(株) 　富士電機(株)向　ＳＴ枠製作 鋼構造物製作

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）八戸向　ローター引抜架台設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）鹿島向　モノレール設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）鹿島向　パイプラック他設計　 設計

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ水島　Ｔ－１０１サルファーピット設計 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）横須賀向　操作歩廊設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）八戸向　機械、電気架台設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　新日本製鉄(株)向　吊ビーム設計 設計

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　ＰＲ－３　反応塔設計 設計

平成２３年度　工事経歴書

平成23年度 工事経歴書 - 1 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２３年度 新興プランテック（株） 　東北電力（株）東新潟向　パイプラック設計　 設計

２３年度 新興プランテック（株） 　花王(株)鹿島向　震災復旧　パイプラック設計 設計

２３年度 アイ・エヌ・シーエンジ（株） 　吊機具部品製作 鋼構造物製作

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）横須賀向　非常用ＴＭ２５００設置工事設計　 設計

２３年度 新興プランテック（株） 　ダイセル化学工業(株)網干向　Ｎｏ，５５－３０タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 ＡＧＣエンジニオリング(株) 　ＶＥ－８タンク側板補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ポリプラスチック(株)富士向　ＳＵＳタンク製作工事 貯槽新設工事

２３年度 新興プランテック（株） 　花王(株)鹿島向　鉄骨製作工事 鋼構造物製作・工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　ローリー出荷設備移設工事 鋼構造物工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　震災復興工事 メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ横浜　Ｎｏ，６２０４，４０２７タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　ローリー出荷設備移設工事 鋼構造物工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９２１タンク保温金物撤去工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２３１，２３６タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，５２４，２３６，５２１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，８０３，２７Ｄ－２０２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，Ｔ７１７，Ｗ２４，Ｗ３４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９５７，２３３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２８ＣＤ－１２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　緊急対応対策（震災）工事 メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，７０３，５２２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２２９，１８ＣＤ－２７タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９００タンク他改修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，２６Ｄ－３２／３３補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　東亞石油(株)水江向　ＴＫ－６２２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，２６Ｄ－３３４底板補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，２６Ｄ－３３１Ｄ震災対策工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ塩浜　Ｎｏ，Ｋ２６Ｄ－２５５Ｂタンク側板取替工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　東亞石油(株)水江向　Ｎｏ，６１５タンク部品製作 貯槽部品製作

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，Ｊ２６Ｄ－１タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　東燃ゼネラル石油(株)向　２０１１年度定期修理工事 定期修理工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，Ｊ２６Ｄ－１０１Ｇタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

平成23年度 工事経歴書 - 2 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２３年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向Ｎｏ，５００７，１１３５，２１７１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向Ｎｏ，３３０７，１２０１，２１６４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　出光石油(株)千葉向　２０１１年度定期修理工事 定期修理工事

２３年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向Ｎｏ，２１６２，２１４１，５０４４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　ハイスタックＤ塔ダクト補修工事 メンテナンス工事

２３年度 ＡＧＣエンジニアリング（株） 　京葉モノマー(株)千葉向　ＦＡ６８２タンク補修工事　 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒千葉向　Ｄ－１０４０タンク更新工事 貯槽新設工事

２３年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒姫路向　廃水タンク製作据付工事 貯槽新設工事

２３年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒川崎向　Ｄ－３６４０タンク底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　Ｊオイルミルズ(株)清水向　ＳＵＳタンク製作工事 貯槽新設工事

２３年度 新興プランテック（株） 　Ｊオイルミルズ(株)清水向　油脂製造設備配管工事 配管工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ポリプラスチックス(株)向　ＶＸ－４架台製作工事 鋼構造物製作・工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ横浜　Ｎｏ，６００４，１９７３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ水島　２０１２年度定期修理工事 定期修理工事

２３年度 新興プランテック（株） 　三菱化学(株)鹿島向　２０１２年度定期修理工事 定期修理工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ横浜　Ｐ６３２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２８ＣＤ－３Ｅ，Ｍ３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　三共油化工業(株)向　Ｎｏ，Ｔ－２０１タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，４８４，４２４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，３０６，３２６，５２７タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９４０，５５２，５３４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，７０１，１１０タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９２１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，８２１タンク仕様変更改修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９４０タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，５８２，５２４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　三共油化工業(株)向　Ｎｏ，Ｓ－３，Ｎｏ，１５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　ＦＣＣ設備改造工事 メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　震災復興工事 メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，６７Ｄ－５２タンク底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ千鳥　Ｎｏ，２６Ｄ－２６３，８１６６Ｖタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，２６Ｄ－１０１Ｍタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

平成23年度 工事経歴書 - 3 - 横浜鐵工建設株式会社



施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，２６Ｄ－３３１Ｄタンク地震対策工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　No.5007，2181，2187タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，Ｔ－６０１，Ｔ－２Ｂタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，３００７タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　富士石油(株)袖ケ浦向　Ｔ－１８－７０４タンク製作工事 貯槽新設工事

２３年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　No.2132，1201，2171タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　ＬＰＧ装置震災対策工事 メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　Ｔ－００８，２１２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）鹿島向　モノレール点検歩廊製作工事　 鋼構造物製作・工事

２３年度 (有)奥野工業 　静岡砂田橋 高架橋工事 橋梁工事

２３年度 東洋船舶工業(株) 　南本牧ふ頭廃棄物処分場建設工事（ケーソン製作工） 鋼構造物製作・工事

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　Ｍ－２反応塔出口管改造工事 鋼構造物設計・工事

２３年度 (株)加藤組鉄工所 　金沢区朝比奈町道路改良工事 橋梁工事

２３年度 東洋船舶工業(株) 　本牧海釣り施設改良工事 鋼構造物製作・工事

２３年度 (有)奥野工業 　埼玉県天王橋補修工事 橋梁工事

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　ＰＲ－２反応槽補修工事 メンテナンス工事

２３年度 横浜化工建設(株) 　南本牧埋立工事（外周護岸止水蓋製作工） 鋼構造物製作・工事

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　中部電力（株）知多向　燃流弁室コンパートフレーム製作工事　 鋼構造物設計・製作

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　パイプラック鉄骨工事 鋼構造物製作・工事

２３年度 (株)ロハス 　小田原 考三橋補修工事 橋梁製作・工事

２３年度 横浜市 　内海川 跨線人道橋高欄補修工事 橋梁製作・工事

２３年度 中嶋産業(株) 　機器部品製作及び歪矯正 鋼構造物製作

２３年度 ＩＨＩ横浜事業所 　機器（歯車）ボックス製作 鋼構造物製作

２３年度 京浜産業(株) 　機器架構製作 鋼構造物製作

２３年度 山下工業(株) 　機器止水蓋製作 鋼構造物製作

２３年度 影島興産(株) 　放射能探知機架構製作工事 鋼構造物設計・工事

２３年度 新興プランテック（株） 　住友化学(株)千葉向　熱交換器整備 メンテナンス工事

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　熱交換器整備 メンテナンス工事

２３年度 ＩＨＩ建機(株) 　機器クローラフレーム製作 鋼構造物製作

２３年度 巴機械工業(株) 　天井走行台車架構設備製作 鋼構造物製作

２３年度 リバースチール(株) 　機器部品製作 鋼構造物製作

２３年度 杉本鉄工所(株) 　綾瀬川橋　橋梁製作 橋梁製作

平成23年度 工事経歴書 - 4 - 横浜鐵工建設株式会社
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２３年度 東芝プラントシステム（株） 　住友金属(株)鹿島向　吊天秤製作 鋼構造物製作

２３年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ千鳥　タンク側板交換工事 貯槽メンテナンス工事

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）千葉向　吸気ダクト製作工事　 鋼構造物製作

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　北陸電力（株）富山向　発電機リフトアップ仮設の設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）鹿島向　モノレール及び点検用歩廊設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　中部電力（株）碧南向　配管用仮サポート設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）八戸向　冷却器分解用モノレール設計　 設計

２３年度 信越エンジニアリング（株） 　ＰＲ－０３反応塔改修工事設計 設計

２３年度 (株)共立機械製作所 　国際石油開発帝石(株)直江津向 ＬＮＧギャングウェイ配管サポート設計 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）八戸向　配管ラック設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）鹿島向　配管廻り架台設計　 設計

２３年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）八戸向　ＮＰＢ架台設計　 設計

２３年度 静岡県 　静岡 西小前歩道橋改修工事 橋梁工事

平成23年度 工事経歴書 - 5 - 横浜鐵工建設株式会社
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２４年度 静岡県沼津事務所 　静岡県西小学校前歩道橋部材製作、工事 設計・鋼構造物工事

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　中部電力(株)知多火力発電所向　火熱器受架台製作　 鋼構造物製作

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　北陸電力(株)富山向　新港火力発電所向発電機防振架台製作　 鋼構造物製作

２４年度 ＪＦＥエンジニアリング 　扇島大橋　耐震工事 耐震工事

２４年度 宇野ブリッジ 　相武台歩道橋階段製作 橋梁製作

２４年度 山下工業（株） 　パネル付ＬＰロータ製作 橋梁製作

２４年度 巴機械工業（株） 　巴川橋　側面トラス製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　ワーゲンレール製作 鋼構造物製作

２４年度 新興プランテック（株） （株)東燃川崎向ダクト３０６架構製作 鋼構造物工事

２４年度 静鉄建設（株） 　昭府町歩道橋製作工事 橋梁製作

２４年度 横浜市 　岡野橋耐震補強工事 耐震工事

２４年度 山下工業（株） 　輸送架台製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　相模川大型ワーゲン改造製作 鋼構造物製作

２４年度 (株)ヤマナカ 　工事用ゴンドラ製作（日通様向） 鋼構造物製作

２４年度 山下工業（株） 　香川県庁向　パネル付輸送架台製作 鋼構造物製作

２４年度 新興プランテック 　香川県庁向　架台製作据付工事 鋼構造物工事

２４年度 上州工業（株） 　静岡県1号南安倍横断歩道橋改修工事（静岡） 橋梁工事

２４年度 （株）中村組 　静岡県上島駅自由通路設置工事（静岡） 鋼構造物工事

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　中部電力(株)知多火力向　燃料ガス弁室コンバートメント製作工事　 鋼構造物工事

２４年度 信越エンジニアリング（株） 　反応塔（Ｍ－９，Ｍ－１０）メンテナンス工事
設　計

メンテナンス工事

２４年度 アールシーアイ（株） 　砂田高架橋 耐震工事（その４） 耐震工事

２４年度 （株）東京三田組 　豊洲小 北歩道橋撤去工事 撤去工事

２４年度 東燃ゼネラル石油（株）川崎 　プラント機器（ＰＶ－２，Ｔ－５１）メンテナンス工事 メンテナンス工事

２４年度 信越エンジニアリング（株） 　反応塔（Ｍ－１）改造工事
 設　計

メンテナンス工事

２４年度 信越エンジニアリング（株） 　反応塔（ＰＲ－３号）メンテナンス工事
設 計

メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ川崎　熱交換器メンテナンス工事 メンテナンス工事

２４年度 山下工業（株） 　ＬＰロータ受台製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　エレックショトロリー部品製作 鋼構造物製作

２４年度 ＩＨＩ横浜事業所 　機器格納ボックス製作 鋼構造物製作

２４年度 （株）ヤマナカ 　バケットリア製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　巴川橋側トラス製作 鋼構造物製作

平成２４年度　工事経歴書
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２４年度 京浜産業（株） 　機器架台製作 鋼構造物製作

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　新日鐵(株)八幡向　吊りビーム製作 鋼構造物製作

２４年度 新興プランテック（株） 　東亞石油(株)川崎向　熱交換器メンテナンス工事 メンテナンス工事

２４年度 巴機械工業（株） 　ワーゲンレール製作 鋼構造物製作

２４年度 新興プランテック（株） 　（株）東燃川崎向　機器架構工事 メンテナンス工事

２４年度 巴機械工業（株） 　機器楊重架台製作 鋼構造物製作

２４年度 京浜産業（株） 　架台（ＳＴ枠）製作 鋼構造物製作

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）鹿島向　7号系列モノレール設計　 設計

２４年度 沼津土木事務所 　静岡県西小学校前歩道橋設計　 設計

２４年度 （株）共立機械製作所 　東北電力（株）仙台向　ギャグウェイ設計　 設計

２４年度 （株）共立機械製作所 　ひびきＬＮＧ基地ギャグウェイ設計　　 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　中部電力（株）名古屋向　吸気フィルター設計　　 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　ＪＦＥ千葉西発電所向パイプラック、架台設計 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　中部電力（株）知多向燃料ガス弁室設計　　 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）八戸向　ＩＰＢ架台設計　 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）鹿島向　発電設備パイプラック設計　 設計

２４年度 新興プランテック（株） 　カネカ（株）向ＡＮ９８００タンク製作据付工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒川崎向　Ｄ３６４０タンク底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　三共油化（株）向Ｓ－２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ横浜　Ｎｏ，４０２９タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　本牧地区定期修理工事 　　定期修理工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，１１０タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，１０４タンク他浮屋根性能適合化工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，１０４タンク他浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９２１タンク保温金物補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　Ｎｏ，１１０タンク他仕様変更工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，４２９タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，３０６タンク他仕様変更工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２６１タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，Ｍ－３タンク他仕様変更工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２８ＣＤ－３Ｂタンク他仕様変更工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９３２タンク他仕様変更工事 貯槽メンテナンス工事
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２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，１０４タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，４２４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９３２タンク補修工事他 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９２１タンク他仕様変更工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　 ＪＸ根岸　Ｎｏ，１１０タンク他浮屋根性能適合化工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，１１０タンク他浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　２０１２年度定期修理工事 　　定期修理工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　震災復興工事 メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　出荷設備配管工事 配管工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　８０Ｍフレア補修工事 メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　２６Ｄ－１０１Ｄタンク検査及び補修工事 メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　(株)東燃川崎向３００号タンク　ＣＯＢＨダクト工事 メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　１２Ｄ－１５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　旭化成(株)千鳥向　ＳＴ－１２Ｂタンク底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　２６Ｄ－１０１Ｄタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　三井化学(株)千葉向　ＴＫ－２１０３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，２１２８タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，３００６タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　構内タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，５００７タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　富士石油（株）袖ケ浦向　Ｔ－１８－４０２タンク新設工事 　貯槽新設工事

２４年度 新興プランテック（株） 　出光石油(株)千葉向　ＢＤ－Ｖ３０１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　富士石油（株）袖ケ浦向　Ｔ－８２３１タンク底板・屋根板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　廃水タンク（ＴＮＴ－２Ｂ）建替工事 貯槽新設工事

２４年度 新興プランテック（株） 　共通発電設備（新潟）向　水タンク１０００ＫＬ新設工事 　貯槽新設工事

２４年度 静鉄建設（株） 　静岡県向　昭府町歩道橋工事 橋梁工事

２４年度 新興プランテック（株） 　香川県向観音寺市ＶＰプロジェクトＳＵＳ架台組立工事 鋼構造物工事

２４年度 都筑土木事務所 　横浜市都筑区美里橋架替工事　 橋梁工事

２４年度 横浜市道路局 　横浜市西区岡野橋耐震補強工事 耐震補強工事

２４年度 　信越エンジニアリング（株） 　ＰＳ合成塔修理及び反応塔改造工事
設計

メンテナンス工事

２４年度 宇野ブリッジ(株) 　横浜市戸塚区第５１９号線道路建設工事 橋梁工事

２４年度 　信越エンジニアリング（株） 　Ｍ－８ポート改造及びＭ－２ポート改造計画 設計・鋼構造物工事
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２４年度 東洋船舶工業(株) 　尾形船係留施設製作 鋼構造物製作

２４年度 ＩＨＩメタルテック(株) 　機器ベッドプレート製作 鋼構造物製作

２４年度 山下工業(株) 　機器輸送架台製作 鋼構造物製作

２４年度 (株)ヤマナカ 　日立建機(株)向　バケットリヤ製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　橋梁用ワーゲン製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　天秤部品製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　相模川大型ワーゲン改造製作 鋼構造物製作

２４年度 巴機械工業（株） 　武庫川向大型ワーゲン部材製作 鋼構造物製作

２４年度 ＩＨＩメタルテック(株) 　ＪＦＥ倉敷向　厚板ミルハウジング製作 鋼構造物製作

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　配管サポート及びタンク底板補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 (株)ヤマナカ 　天井クレーン部品製作 鋼構造物製作

２４年度 信越エンジニアリング（株） 　反応槽及び部品製作 鋼構造物製作

２４年度 新興プランテック（株） 　貯槽足場計画図設計 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　四国電力（株）坂出向　吸気系消音器設計　 設計

２４年度 杉田産業(株) 　広島ガス(株廿日市工場向)ギャグウェイ設計　　 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力（株）八戸向　モノレール他設計　 設計

２４年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力（株）袖ケ浦向　ギャグウェイ更新工事及び架構設計　 設計

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ麻里布向２０１２年度貯槽大規模補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　三井化学(株)大竹向　ＴＫ－４９、５０，５１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒川崎向　Ｄ－４３４０Ｂタンク改造工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　香川県庁向　ＶＰプロジェクトＳＵＳ架台製作据付工事 鋼構造物工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　配管工事及び定修工事 定期修理工事

２４年度 新興プランテック（株） 　三共油化(株)向　３０００ＫＬタンク新設工事 　貯槽新設工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ横浜　Ｎｏ，６０１３，６２０４，１６５９タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，８３１，８１２，１８ＣＤタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　　２０１２年度本牧地区定期修理工事 定期修理工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，４２１，８２２，６５４タンク改造、補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，１０４，４２９他浮屋根仕様変更工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸Ｎｏ，１６２，１６３，１０８，２８ＣＤタンク緊急対応工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９２１，１１０タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　油槽所ＬＶＲ装置移設工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　陸上出荷貨車積場連絡配管工事 配管工事
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２４年度 新興プランテック（株） 　仙台ガス局　熱量調整設備増設及び付属工事 配管工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，２６Ｄ－１１０Ｆタンク底板工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　　２０１２年度定期修理工事 定期修理工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ浮島　Ｎｏ，２６Ｄ－１１０Ｆタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，１１０１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，１１０１タンク屋根板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向Ｎｏ，３００１，２１２４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＤＩＣ(株)向　９９０ＫＬメタノールタンク更新工事 　貯槽新設工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，２１２４，，１１０１他タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　三井化学(株)千葉向　ＴＫ－２１０３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)千葉向　Ｎｏ，２１４４，２１４２，他タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台向　ＮＯ，１００７４Ａタンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２４年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台向　ＮＯ，１００７４Ａタンク耐震工事 貯槽メンテナンス工事
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