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

２５年度 静岡県土木事務所 　　静岡１５０号線橋梁改築、製作工事 橋梁工事

２５年度 日曹エンジ（株） 　　相模化成工業(株)向　機器架台、鉄骨製作工事　 設計・鋼構造物工事

２５年度 アイエヌシーエンジ（株） 　　タービン用吸気ダクト製作 鋼構造物製作

２５年度 加藤組鉄工所 　　横浜プリンス(株)向　歩道橋製作工事 橋梁工事

２５年度 東芝プラントシステム（株） 　　ローター保管容器製作 設計・鋼構造物製作

２５年度 ＩＨＩエンジ（株） 　　風水力タービン歯車容器製作 鋼構造物製作

２５年度 中島産業（株） 　　三起精工(株)向　機器ベッドクラウン製作 鋼構造物製作

２５年度 東芝電力システム社 　　音響用ダクト製作 鋼構造物製作

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ日鉱日石エネルギー仙台　機器（Ｔ－００６）耐震工事 鋼構造物製作

２５年度 （株）松尾工務店 　　南本牧第５ブロックケーソン製作工事 鋼構造物工事

２５年度 (株)東芝 　　四国電力坂出発電所　吸気フィルター室用埋込金物製作 設計・鋼構造物製作

２５年度 東芝電力システム社 　　東電鹿島火力発電所向　ロードコンパートメント製作（３軸，２軸） 設計・鋼構造物製作

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ　麻里府　Ｎｏ，５５６，５５２タンク屋根板、側板取替工事 貯槽メンテナンス

２５年度 ＡＧＣエンジ(株) 　　井上喜（株）向３５０ＫＬ荷性ソーダタンク工事 貯槽新設工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ横浜　Ｎｏ，２７５５タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２８ＢＤ，８４２，１３Ｄ－１０１タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ根岸　本牧地区１ＦＣＣプラント定期修理工事 定期修理工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ根岸　Ｎｏ，２３９，７１３，９０１タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９４５タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ仙台　２０１３年度定期修理工事 定期修理工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ仙台　製油所１系列震災復旧工事 メンテナンス工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ室蘭　２０１３年度定期修理工事他 定期修理工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ仙台　スロップ配管補修工事 配管工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ仙台　ＦＣＣ装置臨時定期修理工事 定期修理工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ仙台　Ｔ－２１６Ｌ　ＣＯ洗浄配管補修工事 配管工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ仙台　タンク装置エリア歩廊復旧工事 メンテナンス工事

２５年度 新興プランテック(株)     丸善石油（株）千葉　Ｎｏ，６２１タンク更新工事 貯槽新設工事

２５年度 新興プランテック(株)     丸善石油（株）千葉　Ｎｏ，１２０６，５００５タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ浮島　２６Ｄ－１０１Ｆタンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株) 　　旭化成エンジ（株）ＭＥ－１４タンク底板更新工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株)     丸善石油（株）千葉　Ｎｏ，１２０６，５００５タンク補修工事 貯槽メンテナンス

平成２５年度　工事経歴書

平成25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

２５年度 新興プランテック(株)     丸善石油（株）千葉　Ｎｏ，１１０１，３００４タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック(株)     丸善石油（株）千葉　Ｎｏ，１ＮＴ－２Ａ廃水タンク更新工事 貯槽新設工事

２５年度 新興プランテック(株) 　　ＪＸ仙台　ＥＬＩ－２０００３タンク他補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 （株）中村組 　静岡県上島駅自由通路整備工事 橋梁工事

２５年度 島田土木事務所 　静岡県国道１５０号橋梁改築（２次）工事 橋梁工事

２５年度 信越エンジ（株） 　機器Ｍ－８，Ｍ－９，Ｐ－ＳＨ補修工事
設計

メンテナンス工事

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ室蘭　機器（３ＳＲＵ，１８ＤＣ－２）補修工事 メンテナンス工事

２５年度 信越エンジ（株） 　機器Ｍ－２反応塔サポート配管修理工事 メンテナンス工事

２５年度 日槽エンジ（株） 　相模化成工業（株）向　機器操作架台鉄骨工事 鋼構造物工事

２５年度 （株）アイエヌシー 　北越紀州（株）向　機器吸気ダクト製作 鋼構造物製作

２５年度 （株）加藤組鉄工所 　磯子プリンス歩道橋製作工事 橋梁工事

２５年度 巴機械工業（株） 　日本製粉(株)向　サイロ側板製作 鋼構造物製作

２５年度 新興プランテック（株） 　三井化学(株)千葉　熱交換器整備工事 メンテナンス工事

２５年度 東芝プラントシステム(株) 　ロータ保管容器製作 鋼構造物製作

２５年度 巴機械工業（株） 　日本製粉(株)向 サイロ屋根他補強枠等部品製作 設計・鋼構造物製作

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ横浜　熱交換器整備工事 メンテナンス工事

２５年度 新興プランテック（株） 　丸善石油(株)　Ｎｏ，６２１タンク製作 貯槽新規製作

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ千鳥　機器（１０１Ｆ）補修工事 貯槽メンテナンス

２５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

２５年度 (株)ＩＨＩ 　横浜工場向　機械歯車容器製作 鋼構造物製作

２５年度 中嶋産業(株) 　三起精工加向　ベッドクラウン製作 鋼構造物製作

２５年度 京浜産業(株) 　富士電機(株)向　ＳＴ枠製作 鋼構造物製作

２５年度 東芝電力システム社 　中部電力(株)名古屋向　吸気フィルター設計 設 計

２５年度 東芝電力システム社 　東京電力(株)鹿島向　ロードカップリング吊り治具製作 設計・鋼構造物製作

２５年度 東芝電力システム社 　(株)東芝浮島工場向　音響用ダクト製作 設計・鋼構造物製作

２５年度 東芝プラントシステム(株) 　ＪＦＥ(株)千葉西発電所向　パイプラック他設計 設 計

２５年度 東芝プラントシステム(株) 　ＪＦＥ(株)千葉西発電所向 ヘッドタンク架台設計 設 計

２５年度 東芝プラントシステム(株) 　東京電力(株)富津向　ＧＴロータ保管容器設計 設 計

２５年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒川崎向　Ｄ－３３４０Ｂタンク新基準適合工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒川崎向　ＩＡＴタンク酸洗い工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒姫路向　Ｖ－１２１０タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　(株)日本触媒川崎向　タンク更新及び補修工事
貯槽新設

メンテナンス

平成25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

２５年度 新興プランテック（株） 　アタカ大機(株)大分向　ＷＷ４湿式酸化廃水処理設備工事 廃水処理設備工事

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｐ６３４タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，４０１，１６６４タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，６８２，２２３，６０６タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，３０１，４２８，５３３タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，７１２，２３７，３１６タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，３１５，４２６，Ｔ－１４１タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，９０３，８２４，Ｔ－１４１タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，５１２タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ根岸　Ｎｏ，６５３タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　２０１３年度秋季定期修理工事 定期修理工事

２５年度 新興プランテック（株） 　 ＪＸ浮島　２６Ｄ－１４Ｇタンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　 ＪＸ浮島　４０１Ａタンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ千鳥　Ｎｏ，４３５０１９，２３０，１１６タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　東燃川崎　ＧＸＵＴＫ－７０４タンク新設工事 貯槽新設工事

２５年度 新興プランテック（株） 　日本乳化剤(株)川崎向　Ｈ－３タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　 ＪＸ浮島　Ｔ２６Ｄ－１０１タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株）    丸善石油（株）千葉　Ｎｏ，１２１０タンク他補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株）    丸善石油（株）千葉　Ｎｏ，１２０１タンク屋根・底板工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株）    丸善石油（株）千葉　各種タンク溶接工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　Ｔ－１１９タンク他補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 新興プランテック（株） 　ＪＸ仙台　Ｔ－００６タンク補修工事 貯槽メンテナンス

２５年度 (株)井出恒組 　静岡県富士宮市　一般市道歩道橋改良工事 橋梁工事

２５年度 (株)松尾工務店 　横浜市南本牧第五ブロックケーソン製作工事 鋼構造物製作・工事

２５年度 新興プランテック（株） 　 ＪＸ浮島　鉄骨架構製作工事 鋼構造物製作・工事

２５年度 (株)東京三田組 　新小岩駅前歩道橋撤去工事 橋梁工事

２５年度 横浜市 　北綱島ポンプ場沈砂池脱臭設備工事 脱臭設備工事

２５年度 信越エンジ（株） 　Ｍ－２反応塔４ポート配管改造工事 設計・配管工事

２５年度 巴機械工業（株） 　日本製粉(株)向　パレット用歩廊製作工事 鋼構造物製作・工事

２５年度 巴機械工業（株） 　ＪＦＥエンジ(株)向　パレット製作組立 鋼構造物製作

２５年度 巴機械工業（株） 　大型ワーゲン部材製作 鋼構造物製作

２５年度 新興プランテック（株） 　東燃ゼネラル(株)　Ｅ－０２０Ｂ熱交換器整備 メンテナンス

平成25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

２５年度 巴機械工業（株） 　竹中工務店向 検査用部材製作 鋼構造物製作

２５年度 巴機械工業（株） 　日本製粉(株)向 桟橋製作 橋梁製作

２５年度 巴機械工業（株） 　日本製粉(株)向 サイロ側板製作 鋼構造物製作

２５年度 巴機械工業（株） 　福島県白河市向　久田野川　ワーゲン部材製作 鋼構造物製作

２５年度 巴機械工業（株） 　埼玉桶川市向　高架橋梁改造製作 鋼構造物製作

２５年度 (株)ヤマナカ 　機器（台車）ギャケース他製作 鋼構造物製作

２５年度 杉田産業(株) 　広島ガス(株)向 ギャングウェイタワー設計  設 計

２５年度 信越エンジ（株） 　ＰＲ－３反応槽、合成反応塔架構耐震補強工事設計  耐震設計

２５年度 (株)共立機械製作所 　北陸電力富山発電所向　ギャングウェイタワー設計  設 計

２５年度 東芝プラントシステム（株） 　東北電力八戸発電所向　架構、架台設計  設 計

２５年度 (株)東芝 　四国電力坂出発電所向　吸気フィルター室用部材製作工事 鋼構造物製作・工事

２５年度 東芝プラントシステム（株） 　東京電力鹿島発電所向　ロードコンパートメント製作工事 鋼構造物製作・工事

２５年度 東芝プラントシステム（株） 　ＪＦＥ千葉西発電所向　Ｒ－１，Ｒ－２パイプラック設計  設 計

平成25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

２６年度 ＡＧＣエンジ(株) 　旭硝子(株)向　ＳＴ－１３０タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　太陽石油(株)向　Ｋ－３６タンク更新工事 貯槽新設工事

２６年度 新興プランテック(株) 　(株)日本触媒川崎　Ｄ－３３４０Ｂタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　パレス化学(株)向　ＴＫＰ－５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　横浜　Ｎｏ，６２０４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸　Ｎｏ，６０５，５３１，６８１，８４１，７２３タンク補修工事貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸　Ｎｏ，９０４，３０３，４２５，８４３，２２５タンク補修工事貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸　Ｎｏ，８０４，８０２，７１４，２０１，タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸　Ｎｏ，１６１タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸　Ｎｏ，９２０，８２９タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸　Ｎｏ，１０６タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸　Ｎｏ，１０５タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　仙台　２０１４年度定期修理工事 定期修理工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　千鳥　Ｋ２６Ｄ－９２１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　２１Ｄ－４Ａ，１１２Ｂタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　Ｄ２６Ｄ－２５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　千鳥　Ｋ２６Ｄ－３０４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

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

２６年度 新興プランテック(株) 　旭化成エンジ(株)　ＳＴ－１２Ｃタンク底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｔ－８Ｂ０５タンク底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｔ－６２５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　出光興産(株)千葉　ＤＥ－Ｖ２０タンク配管補修工事 配管工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｔ－５００１タンク浮屋根改造工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｔ－２２４２，２２４５，２２３６タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　仙台　Ｔ－１０６，００９タンク他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 ピア東海(株) 　藤枝市　土端橋上部拡幅工事 橋梁工事

２６年度 (株)岡田建設 　横浜南本牧ふ頭廃棄物最終処分場建設工事 鋼構造物工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　室蘭　ＨＤＣ機器改造工事 メンテナンス工事

２６年度 横浜市 　三ツ沢歩道橋他耐震補強工事 耐震補強工事

２６年度 信越エンジ(株) 　ＰＲ－４号反応槽改造工事 メンテナンス工事

２６年度 神奈川県企業庁 　城山発電所向　水圧鉄管設備取替工事 メンテナンス工事

平成２６年度　工事経歴書

平成26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

２６年度 東洋船舶工業(株) 　ウォータージェット架台製作 鋼構造物製作

２６年度 大浜鉄工所(株) 　(株)東燃川崎向　プラント架構、架台製作 鋼構造物製作

２６年度 山下工業(株) 　機器架台製作 鋼構造物製作

２６年度 大浜鉄工所(株) 　ケーソン曳航用部品製作 鋼構造物製作

２６年度 大浜鉄工所(株) 　ボラード天秤部品製作 鋼構造物製作

２６年度 巴機械工業(株) 　ワーゲン機器部品製作 鋼構造物製作

２６年度 藤原鋼材(株) 　土木基礎用ブラケット製作 鋼構造物製作

２６年度 新生産業(株) 　船舶用機器架台製作　 鋼構造物製作

２６年度 植村技研工業(株) 　クレーン他部品製作 鋼構造物製作

２６年度 新興プランテック(株) 　東亞石油(株)川崎　２０１４年度定期修理工事 定期修理工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　Ｎｏ，１０１タンク屋根製作 鋼構造物製作

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　塩浜　タンク部品製作 鋼構造物製作

２６年度 東芝プラントシステム 　四国電力(株)坂出　燃料ガス弁ガスコンパートメント設計 設計

２６年度 東芝プラントシステム 　北陸電力(株)富山　ギャングウェイタワー及び架構設計 設計

２６年度 東芝プラントシステム 　中部電力(株)名古屋　エンジニアリング業務他設計 設計

２６年度 東芝プラントシステム 　東京電力(株)横浜　燃料ガス弁室他設計 設計

２６年度 横浜市 　新田間橋補修工事 設計・橋梁工事

２６年度 信越エンジ(株) 　ＰＲ－３，ＰＳ合成反応塔架構耐震補強工事 設計・鋼構造物工事

２６年度 東芝プラントシステム 　東京電力(株)富津　鉄骨、機器架台製作　 鋼構造物製作

２６年度 東芝プラントシステム 　東北電力(株)八戸　燃料ガスヒーター機器架台設計　 設 計

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　大分　Ｔ－１１９タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 ＡＧＣエンジ(株) 　旭ガラス(株)千葉向　ＳＴ－８タンク新設工事 貯槽新設工事

２６年度 新興プランテック(株) 　東燃ゼネラル石油(株)堺向　ＴＫ－８４インナートフロート化工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　麻里Ｎｏ，５５２タンク屋根、側板改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　合同酒精(株)清水　ＳＵＳ３０４タンク建設工事 貯槽新設工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　横浜Ｎｏ，Ｐ－６３０，４０２８タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，６０２休憩タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，１８ＥＤ－７，５８３，４１６タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，１１１タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，９１９，７２４，８１０，５１９タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，２５ＢＤ－１２，５９４，３０４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，１０５，６５９，８１５，９６３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

平成26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

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，２２４，６０３，６０７，３２２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，５５５，９３７，１０３，３２２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，９４３タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，５１５タンク浮屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　根岸Ｎｏ，８２３，４１５，１０３，３２２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　仙台　オフサイト配管工事 配管工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　仙台　２０１４年度定期修理工事 定期修理工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　Ｋ３５０１９－４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　日本ｖｏｐａｋ(株)　Ｃ－６６，Ｇ－２１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　２６Ｄ－３３１Ｂタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　(株)日本触媒浮島　Ｄ－３５４０タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　２６Ｄ－２２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　６０９Ａタンク新設工事 貯槽新設工事

２６年度 新興プランテック(株) 　旭化成(株)川崎　ＭＥ－１４タンク改造工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　６０９Ａタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　４０１Ｃ，２６Ｄ－２５６Ｂタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　(株)東燃　Ｔ－２０１タンク火災補修工事 メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　千鳥　２３５０１９－２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　千鳥　Ｋ２５Ｄ－２２４Ｂタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)五井　Ｆ－１７０１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｐ－ＰＯＬｙタンク消火設備他補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｎｏ，５００１タンク浮屋根改造工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｎｏ，５００１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　丸善石油(株)千葉　Ｎｏ，１３０２，２１８３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　三井化学(株)千葉　Ｐ－１５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　富士石油(株)千葉　Ｔ－６２７４タンク屋根改造工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ仙台　Ｔ－００４タンク補修及び耐震工事 貯槽メンテナンス工事

２６年度 上州工業(株) 　静岡市　若木歩道橋工事 橋梁工事

２６年度 鹿島建設(株) 　新横浜駅前円形歩道橋仮階段設置工事 鋼構造物製作・工事

２６年度 信越エンジ(株) 　Ｍ－２反応塔分散板部品製作 鋼構造物製作

２６年度 (有)北源商会 　横浜南本牧係留所乗上げ防止補修工事 メンテナンス工事

２６年度 ジェコス(株) 　横浜南本牧第五ブロックケーソン工事 メンテナンス工事

平成26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

２６年度 横浜市 　住吉橋歩道改良工事 橋梁工事

２６年度 横浜市 　横浜大黒ふ頭中継所補修工事 メンテナンス工事

２６年度 横浜市 　南区大橋架替工事 橋梁工事

２６年度 横浜市 　横浜南本牧ふ頭廃棄物処分場ケーソン（吊枠製作含む）工事 メンテナンス工事

２６年度 巴機械工業(株) 　デッキ部品製作 鋼構造物製作

２６年度 ＪＦＥエンジ(株) 　歩道橋吊上げ設備部品及び橋梁足場製作 鋼構造物製作

２６年度 大浜鉄工所(株) 　橋梁歩廊製作 鋼構造物製作

２６年度 大浜鉄工所(株) 　シールドフード部品及び本体製作 鋼構造物製作

２６年度 巴機械工業(株) 　ＪＦＥ仙台向　架台床トップデッキ製作 鋼構造物製作

２６年度 大浜鉄工所(株) 　塩釜漁港向　桟橋用部品製作 鋼構造物製作

２６年度 東洋船舶工業(株) 　港湾ケーソン用足場パネル製作 鋼構造物製作

２６年度 東芝ＩＨＩシステム(株) 　機器保管容器及び側板製作 鋼構造物製作

２６年度 山下工業(株) 　機器ロータ鋼製架台製作 鋼構造物製作

２６年度 新興プランテック(株) 　東燃ゼネラル石油(株)向　熱交換器整備 メンテナンス工事

２６年度 新興プランテック(株) 　ＪＸ　浮島　Ｎｏ，６０９タンク側板製作 鋼構造物製作

２６年度 東芝プラントシステム(株) 　　電力会社向　排気バイパスダクト 鋼構造物製作

２６年度 鹿島、鉄建ＪＶ 　新横浜地下鉄交差点仮歩道橋製作工事 橋梁製作・工事

２６年度 東芝プラントシステム(株) 　バイオマス発電設備テンプレート設計 設計

２６年度 (株)共立機械製作所 　北陸電力(株)富山ギャングウェイタワー設計 設計

２６年度 (株)東芝 　北海道電力(株)石狩　モックアップ試験装置製作、据付工事 鋼構造物製作・工事

２６年度 東芝プラントシステム(株) 　東北電力(株)八戸エンクロージャーサポート設計 設 計

２６年度 (株)東芝 　東北電力(株)八戸ロート゛カップリングパネル製作 鋼構造物製作

２６年度 東芝プラントシステム(株) 　東北電力(株)八戸　発電機軸受部及びモノレール設計 設 計

２６年度 東芝プラントシステム(株) 　東北電力(株)八戸　発電機軸受部分解用架台設計 設 計

２６年度 (株)東芝 　四国電力(株)坂出　２号発電機吸気フィルター室製作工事 鋼構造物製作・工事

２６年度 白石鉄工(株) 　ＩＨＩ運搬機(株)向貯炭ホッパー架構製作・据付工事 鋼構造物製作・工事

２６年度 東芝プラントシステム(株) 　ＪＦＥ(株)千葉西発電所　排ガスフィルター架台製作工事　 鋼構造物製作・工事

平成26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

２７年度 新興プランテック(株)仙台 ＪＸ仙台　２０１５年度ＳＤ工事一般補修・一般漏洩第修理 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１０５タンク補修工事（その２） 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１０３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１１１タンク浮き屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１１３タンク浮き屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．５１３タンク浮き屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．８１０タンク浮き屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．４１６タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．６８３タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．６０２球形タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．６０３球形タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１８ED-7タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．６８５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．Ｍ－５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．７３２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９４１タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．４１２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９６２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．３０８タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)横浜 ＪＸ横浜　ＮＯ．Ｐ－１０２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)横浜 ＪＸ横浜　ＮＯ．１６４５タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)横浜 ＪＸ横浜　ＮＯ．１９６６タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 富士石油(株)千葉　＃６２６１タンク改造工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 富士石油(株)千葉Ｅ－Ｔ／Ｃ：Ｃ－１８－３０１インターナル改造 メンテナンス工事

２７年度  新興プランテック(株)川崎　 東燃ゼネラル石油(株)堺　１５ＴＡ メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)本社 東燃ゼネラル石油(株)清水　ＮＯ．５００２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)本社 東燃ゼネラル石油(株)川崎　パイプラック建設工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油(株)五井　２ＰＳ＃５００３他タンク法定開放 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油(株)五井　２ＰＳ＃１２２１Ａ他タンク法定開放 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油(株)五井　２ＰＳ＃３００６他タンク法定開放 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油(株)五井　住化向けＭ－ＲＦＴ供給設備 メンテナンス工事

平成２７年度　工事経歴書
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施工年度 客     先     名 工     事     名     称 仕  様

２７年度 新興プランテック(株)川崎 旭化成川崎　Ｔ－１０Ｂ球形脚柱更新 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 旭化成川崎　MCN-５底板更新工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 旭化成富士　ＮＯ．２球形タンク補修工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．５１９タンク補修工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)仙台 ＪＸ仙台　２０１５年度緊急対応工事ＳＤ追加・計装・配管 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１３Ｄ－１０１及び２２６タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．３０４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９１９タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)五井　＃３００４法定開放点検 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油(株)千葉　＃３００６球形タンク脚柱法定開放点検 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)仙台 ＪＸ仙台　オフサイトＡＩ配管取替工事　エアー配管 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)徳山 ＪＸ大分　Ｔ１１９浮屋根改修 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)水島 (株)日本触媒・姫路　Ｖ－８４０７１ＣＲＴ更新工事 タンク製作工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 三井化学千葉２ＵＰＣプラントＳＤ工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸ＮＯ．９５２タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 (株)日本触媒・千鳥　Ｄ－１０４０ＭＢ改造工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 日本ヴァパック　Ｇ－１０タンク製作 タンク製作

２７年度 新興プランテック(株)川崎 日本ヴァパック　Ｇ－Ｇ－３１補修工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 (株)日本触媒・千鳥　Ｄ－１０４０ＭＢトラブル対応 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ千鳥・塩浜K２６Ｄ-５３Ａ保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ塩浜K２６Ｄ-２２３保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ千鳥４３５０１９－４保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ千鳥４３５０１９－１２保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ浮島２６Ｄ－３３１Ｂ保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ浮島２３５０１９－２保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ浮島６５Ｄ－１１２Ａ保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ浮島Ｊ２６Ｄ保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ千鳥Ｋ２６Ｄ－１０３，１０２補修工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ千鳥Ｋ２６Ｄ－３３１Ｃ補修工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ千鳥Ｊ２６Ｄ－２，２６Ｄ－１２１保安検査工事 メンテナンス工事

２７年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ千鳥２６Ｄ－９２４側板工事 メンテナンス工事

２７年度 不二総合コンサルタント(株) 立体横断施設上部工詳細設計 設計
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２７年度 横浜市 市道和泉町第４４９号線赤坂橋架替工事 橋梁製作・工事

２７年度 横浜市 住吉橋歩道改良工事 歩道橋改造工事

２７年度 横浜市 住吉橋歩道工事 歩道橋製作・工事

２７年度 横浜市 南本牧大橋補修工事 歩道橋改造工事

２７年度 横浜市 南本牧埠頭建設工事・ゲート整備実施設計 設計

２７年度 横浜市 住吉橋歩道改良工事 歩道橋改造工事

２７年度 巴機械工業(株) 剪断試験機 鋼構造物製作

２７年度 巴機械工業(株) 和歌山Ａランプ　ワーゲン部材 鋼構造物製作

２７年度 巴機械工業(株) 佐保川向京田辺　ワーゲン部材 鋼構造物製作

２７年度 巴機械工業(株) デッキ製作＃３ 鋼構造物製作

２７年度 巴機械工業(株) レール製作 鋼構造物製作

２７年度 アサヒ工業(株) 東電扇島火力発電所ギャングウエイ(その1） 鋼構造物製作

２７年度 アサヒ工業(株) 東電扇島火力発電所ギャングウエイ　配管工事 配管

２７年度 アサヒ工業(株) 東電扇島火力発電所ギャングウエイ(その2）　　 鋼構造物製作

２７年度 アサヒ工業(株) 東電扇島火力発電所ギャングウエイ　追加工事　　 鋼構造物製作

２７年度 山下工業 ＴＧローター輸送架台 鋼構造物製作

２７年度 山下工業 ＭＣＶ架台/コロ引き架台 鋼構造物製作

２７年度 エヌイー工業 カーゴレール及びピットカバー製作 鋼構造物製作

２７年度 京浜産業 ＳＴ枠 鋼構造物製作

２７年度 京浜産業 潜８１２１ＳＴ枠 鋼構造物製作

２７年度 ＴＩＰＳ 受け台製作 鋼構造物製作

２７年度 ＩＨＩ ３００１０２９歯車箱 鋼構造物製作

２７年度 ＴＩＰＳ 軸受 鋼構造物製作

２７年度 ＪＦＥエンジニアリング 板橋熊野町ＪＣＴ間改良工事　横梁足場 鋼構造物製作

２７年度 (株)京浜マリンエンジニアリング ＳＵＳ吊型枠 鋼構造物製作

２７年度
ＩＨＩ物流

ＢＨ柱製作 鋼構造物製作

２７年度 (株)東海興産 横浜火力　ＧＴ更新工事 メンテナンス工事

２７年度 鹿島建設(株) 新横浜駅前円形歩道橋仮階段設置工 歩道橋改造工事

２７年度 五洋建設(株) ボラード渡橋鋼管工事 改造工事

２７年度 西松建設(株) 城山（発）水圧鉄管路設備取替工事 改造工事

２７年度 信越エンジニア Ｍ－２反応塔分散盤製作 部品製作

２７年度 信越エンジニア タイ向け　ＲＥ－１２１０出口配管改造設置工事 配管製作
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２７年度 信越エンジニア Ｍ－３，４反応塔分散盤製作 部品製作

２７年度 信越エンジニア タイ向け　ＲＥ－１２１０出口配管改造設置工事 ＳＶ派遣

２７年度 旭硝子エンジ 旭硝子(株)鹿島ＳＴ－１０５２ＢＣＲＴ底板全面更新工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 旭硝子エンジ 旭硝子(株)鹿島ＳＴ－１０５２Ａアニュラー板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 旭硝子エンジ 旭硝子(株)鹿島ＳＴ－１０５２ＡＣＲＴ底板全面更新工事 貯槽メンテナンス工事

２７年度 東洋船舶工 水陸両用鋼製桟橋 鋼構造物製作、据付

２７年度 ジェコス(株) 南本牧埠頭第５ブロック廃棄物最終処分場 鋼構造物製作、据付

２７年度 (株)東芝 中電西名古屋火力発電所Ｇ/Ｔアンカーボルト、埋込金物製作 鋼構造物製作

２７年度 (株)東芝 北電石狩新港発電所モックアップ試験装置、解体工事 改造工事

２７年度 (株)東芝プラントシステム 中電西名古屋火力発電所屋内1ＰＢ架構他設計料 設計

２７年度 杉田産業(株) 東電東扇島火力発電所ギャングウエイ設計料 設計
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２８年度 新興プランテック(株)本社 東燃ゼネラル石油(株)清水油槽所　ＮＯ．５００５Ｋタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．５２３（６，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 内作及び冶具整備 メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１１３(１００，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９１２（４６，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．５９５（５，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．８０４（２３，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．111（１１０，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９６１（２，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．８０５（５２，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９４４（２０，０００ＫＬ）タンク浮き屋根改修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　一括定修工事　本牧１地区 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　一括定修工事　本牧２地区 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 三共油化(株)　Ｔ－１４４タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．２３４（２，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮｏＦー１１（４００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９１６（４６，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．５１８（３，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．５３２（２６，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)根岸 三共油化(株)　Ｔ－１４４/１６５６Ｆタンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)川崎 (株)日本触媒・千鳥　Ｔ－４０１６改造工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)川崎 東燃３００号地２０１６年ＦＡ工事 鋼構造物製作工事

２８年度 新興プランテック(株)川崎 (株)日本触媒・浮島　Ｄ５９４７Ｂ改造工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)川崎 旭化成エンジ川崎　ＭＭＡー２５底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ浮島　２６Ｄ－３３１Ａ補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ浮島　２６Ｄ－３３１Ａ＆Ｃ補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸ浮島　２６Ｄ－24Ｂ補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)千葉 三井石油化(株)千葉工場Ｔ－２９Ｋ解放点検工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)五井　Ｆ－８Ｂ０７タンク法定開放点検工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)千葉　＃2194＃1248８＃1217タンク法定開放点検工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)千葉　Ｆ-８Ｂ０７、＃3007　タンク法定開放点検工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)千葉　Ｆ-８Ｂ０２、＃2111　タンク開放点検検査工事 貯槽メンテナンス工事
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２８年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)五井　＃3007　タンク法定開放点検工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油(株)五井　＃３００２耐震補強工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油(株)五井　＃５００２浮き屋根改造工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)新潟 三菱ガス化学(株)新潟　ＮＡー４タンク更新工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 新興プランテック(株)新潟　 三菱ガス化学(株)新潟　アンモニア装置主蒸気配管延長工事 配管工事

２８年度 新興プランテック(株)　 Ｄ２６Ｄー３３１/ＭＭＡ２５ 鋼構造物工事

２８年度 旭硝子エンジ（株）千葉 旭硝子(株)鹿島ＶＥ－５９５２底板及び側板補修工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 旭硝子エンジ（株）千葉 旭硝子(株)鹿島ＳＦ－1052Ｂ底板全面更新工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 旭硝子(株)千葉工場 ＳＴ－１部分更新工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 旭硝子(株)千葉工場 ＳＴ－３０４底板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 旭硝子(株)千葉工場 ＳＴ－５０６天板更新工事 貯槽メンテナンス工事

２８年度 (株)東芝 中電(株)西名古屋火力発電所換気ダクト用ガスケット製作工事 鋼構造物製作

２８年度 (株)東芝 中部電(株)西名古屋火力発電所吸気フィルター廻り操作歩廊製作工事 鋼構造物製作

２８年度 (株)東芝 中部電(株)西名古屋火力発電所吸気プレナム架台製作工事 鋼構造物製作

２８年度 東芝プラントシステム(株) 東電（株）富津火力発電所殿向け燃料弁室製作工事 鋼構造物製作

２８年度 東芝プラントシステム(株) 東電（株）富津火力発電所殿向け換気ダクト製作工事 鋼構造物製作

２８年度 東芝プラントシステム(株) 北電（株）石狩新港発電所　基礎金物製作工事 鋼構造物製作

２８年度 東芝プラントシステム(株) 中部電（株）新名古屋火力発電所７号系列」燃料弁室製作工事 鋼構造物製作

２８年度 信越化学(株)松井田工場 Ｍ－２反応塔分散板更新工事 メンテナンス工事

２８年度 信越化学工業(株) Ｍ－１装置第２分散板噴射口取付座工事 鋼構造物製作

２８年度 信越エンジニアリング（株） Ｍ－２　４ポート配管部品製作取付け 配管工事

２８年度 信越エンジニアリング（株） Ｍ－１分散板更新工事 鋼構造物製作

２８年度 横浜市 赤坂橋架替工事（その２） 橋梁製作・工事

２８年度 横浜市 南本牧ふ頭建設工事・ゲート整備工（その２） 鋼構造物製作

２８年度 横浜市 西区高島町歩道橋撤去工事 歩道橋工事

２８年度 横浜市 かたぶき人道橋架替工事（上部工製作） 歩道橋工事

２８年度 （株）東京三田組 八千代歩道橋撤去工事 歩道橋工事

２８年度 戸田建設(株) 鋼管矢板再製作 鋼構造物製作

２８年度 京浜産業 ＳＴ枠　石巻 鋼構造物製作

２８年度 坪井工業（株） 大船駅西口自転車等連絡通路」建設工事 鋼構造物製作

２８年度 影島興産(株) ギロチンピット補修工事 土木工事

２８年度 ジェコス(株) 南本牧埠頭第5ブロック廃棄物最終処分場建設工事 建設工事
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２９年度 新興プランテック(株)本社 三菱化学(株)富山　吸着塔ライニング更新工事 メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)富山 日本海石油（株）富山　ＮＯ．１３３タンク底板補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸（ ＮＯ．９３６(１５，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．８２５(２０，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１０８（５０，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．９１４（５０，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．４２２（２５，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．２１２（３０，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．６５５（２，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．３０２（２，３００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)根岸 ＪＸ根岸　ＮＯ．１６２（７５，０００ＫＬ）タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＦＥ（株）東日本　液燃吸収油タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸＴＧ(株)浮島　２６Ｄ－３３１Ｄ保安検査工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)川崎 旭化成エンジ(株)川崎　Ｔ－１０Ａ球形タンク補修工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)川崎 ＪＸＴＧ(株)浮島　ＯＣＴ他保安対策工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)五井　＃ＢＶ－１９タンク建替え工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 新興プランテック(株)千葉 丸善石油化学(株)五井　＃ＴＷＶ－１４タンク建替え工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 旭硝子(株)鹿島 ＳＴ－５００８Ａタンク新設工事 貯槽新設工事

２９年度 旭硝子(株)千葉 ＶＥー３２５タンク新設工事 貯槽新設工事

２９年度 旭硝子(株)千葉 ＳＴ－３２タンク部分更新工事 貯槽メンテナンス工事

２９年度 ＪＦＥケミカル(株) 消火用タンク（９５０ＫＬ）設置工事 貯槽新設工事

２９年度 東芝プラントシステム（株） 中部電力(株)新名古屋火力発電所　７号系列燃料弁室製作工事 鋼構造物製作工事

２９年度 東芝(株)ー北海道電力(株) 北電(株)石狩湾新港発電所　ＧＴエンクロージャー 鋼構造物製作工事

２９年度 東芝エネルギー(株) 北電(株)石狩湾新港発電所　排気ダクト仕舞工事 鋼構造物製作工事

２９年度 (有)丸善冷機工業 受衝板製作 鋼構造物製作工事

２９年度 (株)高橋工務店 三本松陸橋上部築造工事 鋼構造物製作工事

２９年度 横浜市 新横浜大橋改良工事 鋼構造物製作工事

２９年度 横浜市 東横線跡地歩道整備工事（その７） 鋼構造物製作工事

２９年度 ＡＳＭ　Ｌｔｄ. ＲＥ－１２２０１分散板更新工事 鋼構造物製作工事

２９年度 (株)木下造園 平成２９年度清市交第５号　駒越大橋川通り線道路改良工事 鋼構造物製作工事

２９年度 信越エンジニアリング（株） Ｍ－２反応塔出口配管更新工事 配管工事
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