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環境事業関係

工　　事　　名　　称

愛知県 高蔵寺処理地区 第二中継ポンプ場　破砕機設置工事

愛知県 日光川上流流域下水道事業　 自家用発電設備工事

愛知県 上野浄水場　 自家発電設備更新工事

愛知県 尾張西部浄水場 自家発電設備設置工事

愛知県 東海市浄化センター　 現地整備工事・浄化濃縮タンク補修工事

愛知県 東海市浄化センター 汚泥処理設備工事

愛知県 東部浄化センター　 ３系反応タンク散気設備更新工事

愛知県 伝馬町水処理センター　 水処理設備工事

愛知県 鳴海水処理センター　 横置ユニット実験機製作

愛知県 磐南水処理センター　 ＤＳ濃縮機　ユニット製作現地取付

愛知県 宝神汚泥処理場　 平成23年度焼却設備工事

愛知県 宝神汚泥処理場　 汚泥処理設備補修工事　薬液洗浄作業・開放点検

愛知県 宝神汚泥処理場　 Ｈ２４年度汚泥処理設備工事（脱水機）

愛知県 宝神汚泥処理場　 焼却設備工事　現地機械工事

愛知県 堀留水処理センター　 水処理設備工事

愛知県 見合ポンプ場　 ＭＢＲ工事/撤去

愛知県 矢作川流域下水道事業　 水処理施設機械設備更新工事（２－２系）

名古屋市 鳴海水処理センター　 水処理設備補修工事

名古屋市 空見スラッジリサイクルセンター 汚泥処理設備工事（その2.3）機器据付工事

名古屋市 空見スラッジリサイクルセンター 汚泥処理設備工事（その2）鋼製加工品製作

名古屋市 空見スラッジリサイクルセンター 汚泥処理設備工事（その3）配管工事

名古屋市 春日井浄水場 排水処理設備補修工事　3・4号脱水機補修工事

春日井市 春日井浄水場 Ｈ25年定期修繕補修工事

春日井市 勝西浄化センター 第２プラント2-2号し渣搬出機修繕工事

春日井市 勝西浄化センター 水処理機械設備工事

春日井市 高蔵寺浄水場　 自家発電設備更新工事

春日井市 高蔵寺浄化センター　 自家発電設備工事

春日井市 高蔵寺浄化センター　 汚泥濃縮設備更新工事

春日井市 公共下水道高蔵寺処理区 マンホールポンプ設置工事

春日井市 南部浄化センター　 用水設備工事

春日井市 南部浄化センター 再利用水設備オートストレーナー修繕工事

春日井市 南部浄化センター　 ポンプ設備修繕工事

小牧市 五条川左岸流域下水道 一系反応槽機械設備更新工事

豊田市 旭簡易水道統合事業　 浄水場処理設備工事　原水槽製作

豊田市 旭簡易水道統合事業　 浄水処理設備工事　機器据付工事

岐阜県 明智浄化センター　 水処理工事　現地工事

岐阜県 川合浄水場　 非常用発電設備更新工事

岐阜県 赤川簡易水道切井浄水場 増補改良工事

岐阜県 白川簡易水道中川浄水場　 増補改良工事、膜ろ過装置製作

岐阜県 中津川市環境センター　 ガス化炉炉床改造工事

岐阜県 白建工第１１号　赤川簡易水道切井浄水場増補改良２号工事

岐阜県関市 白金水源地送水ポンプ設備工事

北海道 日高育成牧場　 原水混和槽、膜ろ過装置製作

北海道 当麻町 膜ろ過装置製作

東京都 砂町水再生センター　 反応槽散気板ライザーパイプ製作

東京都 芝浦水再生センター　 東系高速ろ過設備工事　空気槽製作

東京都 芝浦水再生センター　 東系再生水機械設備補修工事　

東京都 小河内浄水所　 仮設膜ろ過装置製作・仮設セラミックストレーナ製作

東京都 湯の山浄水場　 ろ過施設改修工事・膜ろ過装置製作

東京都 三河島水再生センター ライザー管、ヘッダー管、架台製作

納 入 実 績 一 覧 表
（2011年4月から2021年3月まで）

納　入　先
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神奈川県 川井浄水場　 膜ろ過装置製作

岩手県 相川浄水場　 東日本災害復旧工事　膜ろ過機器据付工事

岩手県 軽米町 小軽米簡易水道統合整備事業第4期1号浄水場築造工事　原水槽製作

宮城県 大崎広水麓山浄水場 №1脱水機据付工事

仙台市 みやぎ台ポンプ場 機械設備工事

秋田県 大館処理センター 秋田県県北地区広域汚泥資源化事業　大館処理センター鋼製ダクト製作

宇都宮市 河内水再生センター　 1系反応タンク設備修繕工事

宇都宮市 河内水再生センター　 1系反応タンク設備修繕工事

静岡県 八幡取水場　 自家発電設備改築工事（撤去工事）

静岡県 八幡取水場　 自家発電設備改築工事

三重県 菰野導水ポンプ所　 非常用自家発電設備改良工事

三重県 日永浄化センター　 終沈スカムスキマー更新工事

三重県 北部浄化センター 脱水汚泥貯留機械設備工事

三重県 北勢浄化センター 脱水汚泥貯留機械設備工事　ケーキサイロ架台据付工事

大阪市 寝屋川市 西郷通調節池ポンプ設備工事

大阪市 大野下水処理場 反応槽設備工事　ライザーパイプ製作

大阪府池田市 古江浄水場　 排水処理機械電気設備更新工事　汚泥貯留槽、気液分離槽製作

京都府 石田浄水場　 掻寄機製作

京都府 小塩浄水場　 φ１８０膜ろ過装置・原水槽製作

京都市 京北中部簡易水道再整備工事　混和槽製作

兵庫県 新南駒栄ポンプ場 雨水ポンプ機械設備工事

滋賀県 湖西浄化センター 汚泥処理設備改築更新工事 鋼製加工品製作

久万高原町役場 古岩屋・上直瀬浄水場　 膜ろ過装置エレメントパッキン交換工事

福岡県 大牟田・荒尾共同浄水場　 膜ろ過装置据付工事

福岡県 御笠川浄化センター　 ライザーパイプ製作

福岡県 日明浄化センター　 ライザー管製作

福岡県 那珂川浄水施設 改築工事　膜ろ過装置製作

長崎県 佐世保市北部浄水場　 φ１８０膜ろ過装置製作

佐賀市 富士中央浄水場　 φ１８０膜ろ過装置製作

建設共同企業体 赤川簡易水道切井浄水場　 φ180膜ろ過装置製作

尾張建設事務所 五条川左岸流域下水道事業　 自家発電設備工事

新川東部浄化ｾﾝﾀｰ 自家発電設備工事

メタウォーター㈱ 非常用セラミック膜ろ過装置製作

メタウォーター㈱ 下部集水実験装置用　鋼製槽製作

メタウォーター㈱ 高橋浄水場整備等事業　ルーズ短管製作

愛知クリーンエナジー㈱ 豊川浄化センター　 汚泥処理施設等整備・運営事業の内　ＥＰＣ工事分

愛知県 上野浄水場　 平成２９年度工事　現地工事

愛知県 上野浄水場　 H３０年度工事分　屋外コンベア他撤去・更新工事

愛知県 上野浄水場　 H３０年度工事分　現地工事

愛知県 尾張東部浄水場 平成３０年度工事分　脱水機設備現地工事

愛知県 尾張東部浄水場 令和２年度工事分　脱水機現地工事

愛知県 安城浄水場 平成３１年度工事分脱水設備工事

愛知県 安城浄水場 令和２年度工事分　現地工事

愛知県 愛知県豊田市万町浄水場　 φ１８０膜ろ過装置製作

長崎県 伊木力浄水場 建設工事　膜ろ過装置製作

東京都 小河内浄水所　 膜ろ過設備等設置工事・φ１８０膜ろ過装置製作

エレックトーコー㈱ 日光川上流流域下水道事業　自家発電設備工事（２号機）

秋山工業㈱ 上麻生浄水場　膜ろ過装置、逆洗水槽製作

秋山工業㈱ 和歌山県紀ノ川市穴伏浄水場　φ180膜ろ過装置製作

秋山工業㈱ 三重県大紀町阿曽官位浄水場　φ180膜ろ過装置製作

前澤工業㈱ 深谷市水道事業川本浄水場更新工事　膜ろ過装置・膜ろ過ユニット製作

理水化学㈱ 三重県大紀町滝原浄水場　φ180膜ろ過装置製作

見附市ガス上下水道局 青木浄水場更新事業　 脱水機据付工事
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建材事業関係

工　　事　　名　　称

㈱エーアンドエー茨城 乾燥機出側切断機更新に伴う切断粉集塵機２次側ダクト設置工事
㈱エーアンドエー茨城 排脱二水石膏受入供給設備設置工事
㈱エーアンドエー大阪 研磨ライン積込部改造工事
㈱エーアンドエー大阪 研磨ライン甲品積込み装置増設工事
㈱エーアンドエー大阪 プラテン設備移設工事
㈱エーアンドエー大阪 黒スクラップサイロ上捕集装置改造工事
㈱エーアンドエー大阪 炭カルサークルフィーダー方式改造工事
㈱エーアンドエー大阪 排脱二水石膏受入供給設備　製作
㈱エーアンドエー大阪 排脱二水石膏受入供給設備　工事
㈱エーアンドエー大阪 排脱二水石膏受入供給設備　付帯工事
㈱エーアンドエー大阪 排泥タンク設置工事
㈱エーアンドエー大阪 ＴＢタンク用　払出スクリューコンベア製作
㈱エーアンドエー大阪 原料　DH　サークルフィーダー方式改造工事
㈱エーアンドエー大阪 原料設備　ＴＰプレミキサータンク取替工事
㈱エーアンドエー大阪 原料１号機　原料ミキサー上改造工事
㈱エーアンドエー大阪 １号機循環タンク取替工事
㈱エーアンドエー大阪 ２号研磨機３号サイザー配管系統改造工事
㈱エーアンドエー大阪 ２号機　スクラップ輸送配管改造工事
㈱エーアンドエーマテリアル 滋賀工場 製造ライン　ストックコンベヤ設置工事
㈱エーアンドエーマテリアル愛知 設備解体
関東浅野パイプ㈱ ４号機　フローオンフレーム更新工事
関東浅野パイプ㈱ ２号機　パルプチェスト更新工事
関東浅野パイプ㈱ ２号機　練水・溢水タンク及び架台取替工事

電力事業関係

工　　事　　名　　称
東京電力㈱ 京浜変電所　 ポンプモータ取替（配管工事）
東京電力㈱ 駿東変電所　 碍洗修繕配管工事
東京電力㈱ 駿東変電所　 埋設配管取替（配管工事）
東京電力㈱ 駿東変電所　 埋没管修理・計測器カバー製作
東京電力㈱ 駿東変電所　 碍洗装置埋設配管取替（配管工事）
東京電力㈱ 北総変電所　 ２７５ＫＶ１Ｔｒ類焼防止装置設置工事
東京電力㈱ 新栃木変電所　 7号変圧器用水類焼防止装置設置（配管工事）
東京電力㈱ 新筑波変電所　 電動弁及び埋設配管取替（配管工事）
東京電力㈱ 新福島変電所 高水圧碍洗装置改造工事
東京電力㈱ 新冨士変電所　 １号変圧器取替に伴う類焼防止装置改造工事
東京電力パワーグリッド㈱ 房総変電所　 高水圧碍子洗浄装置改造/５００ｋＶ主変１号用（配管工事）
東京電力パワーグリッド㈱ 房総変電所　 高水圧碍子洗浄装置改造/５００ｋＶ主変４号用（配管工事）
東京電力パワーグリッド㈱ 房総変電所　 埋設管取替工事(配管工事）
東京電力パワーグリッド㈱ 房総変電所　 主変３号用　高水圧碍子洗浄装置製作、取付
東京電力パワーグリッド㈱ 駿東変電所　 埋設管取替（配管工事）
東京電力パワーグリッド㈱ 北葛飾変電所　 碍子洗浄装置Ｓ-2、Ｓ-8設置工事
東京電力パワーグリッド㈱ 新筑波変電所　 ２次側埋設管修理/17-2区画（配管工事）
東京電力パワーグリッド㈱ 新筑波変電所　 福島東線　１・２ＬＢＣＴ化に伴う碍洗改造（配管工事）
東京電力パワーグリッド㈱ 新福島変電所　 ２号２次遮断器（Ｏ２２）取替に伴う碍洗改造（配管工事）　
東京電力パワーグリッド㈱ 新福島変電所　 碍子洗浄装置母管修理工事
東京電力パワーグリッド㈱ 新福島変電所　 碍洗改造工事
東京電力パワーグリッド㈱ 新所沢変電所　 1号類焼防止修理工事
中部電力㈱ 川根変電所　 １ＢＴｒ取替に伴う消火装置改造（配管工事）
中部電力㈱ 川根変電所　 ２ＢＴｒ取替に伴う消火装置改造（配管工事）
中部電力㈱ 三河変電所　 ６Ｔｒ消火装置増設工事
中部電力㈱ 寛政変電所　 碍子洗浄装置改造工事
中部電力㈱ 寛政変電所　 碍洗装置改造工事
中部電力㈱ 東信変電所　 変圧器消火装置増設工事
中部電力㈱ 東信変電所　 埋設配管取替（配管工事）
中部電力㈱ 東信変電所　 消火装置配管修理（配管工事）
中部電力㈱ 蒲原変電所　 ７７KV碍洗改造工事
中部電力㈱ 駿河変電所　 トランス消火設備
中部電力㈱ 西播変電所 ２７５kV水幕配管地上化工事
中部電力㈱ 中勢変電所　 変圧器取替に伴う消火装置改造（配管工事）
中部電力㈱ 駿遠変電所　 ８Ｂ変圧器消火装置増設（配管工事）
中部電力㈱ 駿遠変電所　 消火装置架空管　製作、取付
中部電力㈱ 駿遠変電所　 無人化に伴う消火装置設置工事
中部電力㈱ 西名古屋変電所　 ３Ｂ消火装置改造工事

納　入　先

納　入　先
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中部電力㈱ 西名古屋変電所　 ４B消火設備改造工事
中部電力㈱ 西名古屋変電所　 分路リアクトル消火装置改造工事
中部電力㈱ 知多火力発電所　 碍子洗浄装置改造工事
中部電力㈱ 知多火力変電所　 １５４kVヤード改良に伴う母管移設（配管工事）
中部電力㈱ 碧南火力発電所　 №２パイルかさ上げ工事
中部電力㈱ 碧南火力発電所　 №３パイル嵩上げ工事
中部電力㈱ 碧南火力発電所　 №４パイル嵩上げ工事
中部電力㈱ 碧南火力発電所　 貯炭場№1パイル散水装置改造工事
中部電力㈱ 碧南火力発電所　 貯炭場散水装置№5パイル アクチュエーター整備
中部電力㈱ 武豊火力発電所　 埋設配管工事
中部電力㈱ 浜岡原子力発電所 №５Ｔｒ消火装置設置工事
中部電力㈱ 浜岡原子力発電所　 緊急時変圧器用消火装置設置工事
中部電力㈱ 浜岡原子力発電所　 高台トランス　消火装置設置工事
中部電力㈱ 浜岡原子力発電所　 ５００ｋV浜岡幹線碍洗取替（配管工事）
中部電力パワーグリッド㈱ 駿遠変電所　 消火設備　配管・土木工事
関西電力㈱ 高浜発電所 アタッチメントフィルター製作
関西電力㈱ 美浜発電所　 １．２号機非常用アタッチメントフィルター　製作・組立
関西電力㈱ 美浜発電所　 ３号機非常用アタッチメントフィルター　製作・組立
関西電力㈱ 西播変電所　 電動弁取替（配管工事）
関西電力㈱ 新神戸変電所　 ２７５ｋV碍子洗浄装置改造工事（配管、土木工事）
関西電力㈱ 南姫路変電所　 碍子洗浄装置改造工事
関西電力㈱ 南姫路変電所　 ２Ｔｒ消火装置設置工事
関西電力㈱ 南姫路変電所　 275kV消火装置3TrB取替に伴う改造(配管工事）
関西電力㈱ 新生駒変電所　 変圧器消火装置改良工事/主弁２・３ＴｒB（配管工事）
関西電力㈱ 新生駒変電所　 変圧器消火装置改良工事/主変、６．７ＴｒＢ（配管工事）
関西電力㈱ 紀ノ川変電所　 ５００kV碍洗装置改造（配管･土木工事）
関西電力㈱ 猪名川変電所　 消火配管地上化工事
関西電力㈱ 猪名川変電所　 ７Tr消火装置設置工事
関西電力送配電㈱ 西京都変電所　 6号主変消火装置設置工事
北海道電力㈱ 宇円別変電所　 連変Ｂ取替に伴う消火設備更新工事
北海道電力㈱ 宇円別変電所 １８７kV連変C取替に伴う消火装置（配管工事）
北海道電力㈱ 南早来変電所　 連変Dバンク増設に伴う消火装置増設工事
北陸電力㈱ 富山火力発電所　 ４TR消火・碍洗装置　配管工事
北陸電力㈱ 七尾大田火力発電所 屋外開閉所　碍子洗浄配管改造工事
四国電力㈱ 伊方発電所 ３号機カートリッジフィルター製作
九州電力㈱ 玄海発電所 第３電源九電玄海4BGTG　エンクロージャー製作
九州電力㈱ 川内原子力発電所　 プレハブ配管製作
日本原子力発電㈱ 敦賀発電所　 ２号機高圧碍子洗浄用鉄溝・配管改造
電源開発㈱ 西東京変電所　 碍洗装置移設工事
九州電力㈱ 玄海原子力発電所　 非常用発電機エンクロージャー製作
九州電力㈱ 川内原子力発電所　 1号機非常用GT発電機用ｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰ　製作
九州電力㈱ 川内原子力発電所　 2号機非常用GT発電機用ｴﾝｸﾛｰｼﾞｬｰ　製作
㈱荏原製作所 多目的風洞サイレンサ化

食品事業関係

工　　事　　名　　称
日本製粉㈱ 千葉工場　 ＢＫ１８０バケットエレベーター更新工事
日本製粉㈱ バラ出荷解袋ライン振動フルイ設置に伴う付帯工事
平和製粉㈱ ばら出荷設備配管、機械設置工事
真誠インダストリアルパーク ごま焙煎臭気ガス対策装置据付工事

航空事業関係

工　　事　　名　　称
三菱重工業㈱ 先進技術実証機　システム試験装置製作
三菱重工業㈱ 誘導制御装置点検台
三菱重工業㈱ 17式艦対艦誘導弾　脚部　製作
三菱重工業㈱ 百里消音施設改修工事
三菱重工業㈱ 三沢吸気消音装置
本田技術研究所 高圧スクロール連結ダクト
㈱本田技研研究所 圧縮機試験設備性能アップ工事、呼出ダクト製作
ホンダ技研工業㈱ 高浸透ＷＡＸスプレー装置設置
JAXA田代向け 実機型燃焼試験用治具製作
ANA 羽田整備場 エンジンテストセル改修工事

納　入　先

納　入　先
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工　　事　　名　　称
王子製紙㈱ 春日井工場　 １Ｄ　＃４LOKPコンベヤ～＃５LOKPコンベヤ乗継部修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 １Ｄ　＃３、＃４LOKPコンベア乗継部修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 １Ｄ　散水装置設置
王子製紙㈱ 春日井工場　 １Ｄ　清水配管修理（第１期）
王子製紙㈱ 春日井工場　 １Ｄ　清水配管修理（第２期）
王子製紙㈱ 春日井工場　 １Ｄ　黒液回収タンク配管工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ４Ｄ　木釜抽出バルブ配管取外取付工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ４Ｄ　＃２黒液回収タンク側板補修工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ４Ｄ　散水装置設置
王子製紙㈱ 春日井工場　 ４Ｄ　木釜抽出バルブ配管取外取付
王子製紙㈱ 春日井工場　 Ｔ－２Ｍ/Ｃ　ＹＤ研磨に伴う機器撤去・復旧工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 Ｔ－３Ｍ/Ｃ　ヤンキードライヤ取替に伴うダクト及び配管解体復旧工事　
王子製紙㈱ 春日井工場　 ３Ｃ/Ｍ　振動スクリーン増設工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ７．８Ｍ/Ｃ　仕上製品室棟耐震補強工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ７．８Ｍ/Ｃ　温板撤去工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 １Ｂ　ＥＰ入口エキスパンション取替修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 ２Ｂ　＃２流動材リサイクルＣ/Ｖ修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 １ＢＥ　ＮＵＫＰ原料移送配管新設工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ４ＢＬ Ｄ１-DWドレンボックス補修
王子製紙㈱ 春日井工場　 ３ＢＬ　Ｅフィルターバット更新　据付工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 汽力　６Ｂパラクロンセル修理（2基）
王子製紙㈱ 春日井工場　 水質　＃０　Ｃ/Ｆ　中央部歩廊修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 水質　＃２迂流部鉄板修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 水質　＃３ＡＣＣ桶修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 水質　＃６スクリュープレス本体下架台修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 １調成　＃１バルブレスフィルター撤去
王子製紙㈱ 春日井工場　 ２調成　＃１・２・３振動スクリーン用配管設置工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 Ｒ２Ｐ　＃１反応槽取外し・取付
王子製紙㈱ 春日井工場　 ＃０-1　ＦＣ架台修理工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ＃１－６、７、８ＢＣ架台修理（第1期）Ｅゾーン工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ＃２　黒液回収タンク側板補修工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 中央制御室　火災復旧に伴う撤去
王子製紙㈱ 春日井工場　 前処理設備ろ過水槽修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 名港　受入タワー修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 不織布　Ｎ-１Ｍ/Ｃ　紡糸コンプレッサー増強工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ＬＯＫＰｸｯｼｮﾝﾁｪｽﾄｺﾝﾍﾞｱ架台修理（第三期）コンベア架構取替
王子製紙㈱ 春日井工場　 チップ受入コンベヤ、補強用ガーター設置工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 活性汚泥＃1沈澱槽内部装置傾き修理
王子製紙㈱ 春日井工場　 施設部　３Ｃ/Ｍ　BM計更新工事　据付工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 完成塔フィルターフード設置工事
王子製紙㈱ 春日井工場　 ＫＰ薬液空槽化対策（第1期）　3C弱液配管設置工事
王子製紙㈱ 米子工場　 Ｎ－１各ロール取替修繕
王子製紙㈱ 米子工場　 Ｎ－１Ｍ/Ｃ・Ｃ/Ｍロール取替
王子製紙㈱ 米子工場　 Ｎ－１マシン　２０１４－４月休転ロール取替
王子製紙㈱ 米子工場　 Ｎ－１Ｍ/Ｃ　各ロール取替
王子製紙㈱ 米子工場　 Ｎ－１Ｍ/Ｃ　春季大ＳＤロール取替及び付帯　修繕工事
王子製紙㈱ 米子工場　 Ｎ－１Ｍ/Ｃ　春季大ＳＤロール取替・付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 Ｎ－１Ｍ/Ｃ　秋季大ＳＤロール取替・付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 抄造部　ロール取替
王子製紙㈱ 米子工場　 抄造部　春季大ＳＤロール替修繕　付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 春季ＳＤロール取替・付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 春季大ＳＤＮ－１マシンロール取替・付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 秋季大ＳＤロール取替・付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 秋季大ＳＤＮ－１マシンロール取替・付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 秋季大ＳＤＮ－１マシンロール取替・付帯工事
王子製紙㈱ 米子工場　 第二抄造課　N-1M/C　秋季大ＳＤロール取替・付帯工事
王子エフテックス㈱ 中津工場　 １ＭＣ　ＡＣモーター化設置工事
王子エフテックス㈱ 中津工場　 ６Ｍ/Ｃ　６ＷＤウェブクリーナー据付工事
王子エフテックス㈱ 中津工場　 安全柵設置工事
王子エフテックス㈱ 中津工場　 安全柵改造工事
王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 ６ＦＭ　ユーティリティ配管工事
王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 １ＦＭ　品質対策追加工事
王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 １ＦＭ　縦延伸機バイアスカッター設置工事
王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 １・２ＦＭ　原料空送排気配管更新工事
王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 ２ＦＭ　縦延伸機バイアスカッター設置工事
王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 ４ＦＭ　仕上検査台ホイスト設置工事

製紙･紙ﾊﾟﾙﾌﾟ事業関係

納　入　先
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王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 ６ＦＭ　ユーティリティ配管工事　２期工事
王子エフテックス㈱ 滋賀工場　 ６ＦＭ　新設工事リワインダー補機他据付
王子マテリア㈱ 恵那工場　 サイズキッチン設備据付・配管工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ５Ｍ/Ｃ　ブローボックス取付工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ５Ｍ/Ｃ　ドライヤーフード撤去工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ５Ｍ/Ｃ　熱交換器廻り配管工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ６Ｍ/Ｃ　１ＦＬウェットパートフレーム劣化更新工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ６Ｍ/Ｃ　プレスパート上段フレーム更新
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ６Ｍ/Ｃ　セクショナル駆動更新工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ７Ｍ/Ｃ　層間澱粉噴霧装置設置工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ７Ｍ/Ｃ　建屋内給気ダクト更新工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 白板　＃１EX流送P・DPLロールプレス白水タンクP配管更新工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 白板課　＃１２P開梱機コンベア安全柵取付工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 白板課　＃１５パルパーコンベア安全柵取付工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 白板課　パルパータブ安全柵設置工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 屋外消火栓工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 屋外消火栓配管工事（ボイラ・パッケージング側）
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 屋外消火栓更新工事（製品倉庫廻り）
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 屋外遊休配管撤去工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 工場消火栓配管更新　上架工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 総務　屋外消火栓配管工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ポンプ及びアジテーターモーター更新工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 ライナー・パルプ　エキスト設置に伴う付帯工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 環境　工水タンク補修工事
王子マテリア㈱ 祖父江工場　 工水配管（２００Ａ)地上化工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ＃１1パルパージャンクトラップ弁更新工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ＃４パルパーブローバルブ更新工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ウェットブロークチェストＳＵＳライニング工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ＶＲロールカンバスロール化工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ドライヤーＶＲロール　カンバスロール化入替工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ドライヤーＶＲロール　カンバスロール化工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ドライヤーカンバスロール更新工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ドライヤーフード給気予熱器設置による省エネ工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 ドライヤー駆動側扉改善工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 マシン真空ドレンポンプ更新による省電力（機械工事）
王子マテリア㈱ 松本工場　 マシン真空系省電力（ダクト工事）
王子マテリア㈱ 松本工場　 マシン真空系省電力（機械工事/配管工事）
王子マテリア㈱ 松本工場　 井戸水配管　ＳＵＳ化工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 加圧浮上レールＳＵＳ化工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 炭カルストレージタンク製作
王子マテリア㈱ 松本工場　 雑芥ホッパースクリューフィーダー製作
王子マテリア㈱ 松本工場　 中３階塗装及び補強
王子マテリア㈱ 松本工場　 塗装設備　№1廃液タンク更新・撤去工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 枠先冷風吹付装置屋外設置工事
王子マテリア㈱ 松本工場　 古紙パルプ製造プロセス改善による省エネ/据付配管工事
王子マテリア㈱ 富士工場　 リールパート移設改造工事
王子マテリア㈱ 呉工場　 春季大ＳＤロール替修繕　付帯工事
王子ネピア㈱ 名古屋工場　 布織布課　ＢＭ計更新工事
王子ネピア㈱ 名古屋工場　 おむつ課　ＮＳ６BT設置に伴うSAP搬送ライン改造工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 Ｎ-１Ｍ/Ｃ　駆動装置更新（据付）工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 Ｎ-１Ｃ/Ｍ　ドライヤーエアーノズル取替工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 ６M/C ヘッドボックス脱着工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 １，２クラリ中和槽歩廊更新工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 ２洗浄スクリーン臭気対策工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 ４RBスクラバーファン振動対策工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 原料タンク製作・現地据付工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 パルプマシン設置工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 マイクラクションタンク製作・据付工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 クラリファイヤー汚泥配管改造工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 RB脱塩脱カリ装置設置工事　配管工事
中越パルプ工業㈱ 高岡工場　 脱塩脱カリ装置設置工事　足場製作・取付
中越パルプ工業㈱ 能町工場　 Ｎ-１Ｍ/Ｃ　苛性洗浄排水配管工事
中越パルプ工業㈱ 能町工場　 １・３Ｍ/Ｃ　苛性洗浄排水配管工事
中越パルプ工業㈱ 二塚工場　 サンドセトラー設置工事　機器製作
中越パルプ工業㈱ 二塚工場　 サンドセトラー設置工事　現地工事
中越パルプ工業㈱ 沈殿槽汚泥掻寄機補修工事
大福製紙㈱ ５マシン傾斜ファンポンプサクション配管模様替工事
長良製紙㈱ フォールウォッシャー点検架台設置工事
富士加工㈱ ドライヤー熱交換器製作
三菱製紙㈱ 八戸工場 王子ネピア㈱苫小牧工場　２M/C撤去工事　加工機撤去工事
三菱製紙㈱ 八戸工場 王子ネピア㈱苫小牧工場　２M/C撤去工事　ﾌｧﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ｽｸﾘｰﾝ撤去工事

7 



三菱製紙㈱ 八戸工場 王子ネピア㈱苫小牧工場　２M/C撤去工事　ﾌﾞﾚｽﾄ真空ﾎﾟﾝﾌﾟ他撤去工事
ユポ・コーポレーション㈱ 鹿島工場　 ベンチテストコータープラズマ処理機設置工事
ユポ・コーポレーション㈱ 鹿島工場　 成形３号機長期ＰＭＤ工事
㈱エコペーパーＪＰ ３Ｍ/Ｃ　プレスパートフレーム更新工事
㈱エコペーパーＪＰ ３号ライン設置工事
㈱牧谷局紙 薬品タンク架台　改造設置工事
ＭＯＬＺＡ㈱ 白水ライン異物除去設備設置工事　配管工事

７．その他

工　　事　　名　　称
王子コーンスターチ㈱ 工場蒸気配管設置のうち配管ラック製作
王子コーンスターチ㈱ 工場蒸気配管設置のうち配管・ラック設置工事
王子コーンスターチ㈱ 名古屋工場　 補修サイクロン更新工事　サイクロン取替工事
王子コーンスターチ㈱ 名古屋工場　 補修サイクロン更新工事のうち保温工事
名古屋市 緑政土木局 ガスタービン用排気ダクト排気管製作
大阪府 梅田地区一丁目計画　自家発電設備工事
京都府 舞鶴市庁舎　 非常用自家発電設備更新工事
三重県鈴鹿市 渚雨水ポンプ場 搬入据付工事・配管ダクト断熱工事
アイシン化工㈱ 抄造設備製作に伴うタンク及び足場製作･運搬
朝日企業㈱ 津市半田川田ポンプ場３号除塵機他据付工事　
朝日珪酸工業㈱ 裏研磨機増設工事
宇部興産㈱ 堺工場　 非常用発電設備工事
㈱荏原製作所 低騒音風洞
JX金属㈱ 倉見工場　 RH設備　各種盤搬入据付工事
NIPRO㈱総合研究所 走行ベース本体フレーム製作
開発研究所 試作用コーターマシン設置（配管・据付工事）
蒲郡信用金庫本店 燃料配管工事
岐阜市民病院 自家発電設備増設工事
共英製鋼㈱ 名古屋事業所　 集塵フード・ダクト製作設置工事
清和梅田第一ビル 非常用発電設備(据付工事）
新日本フエザ－コア㈱ 小松工場　 集塵機防音対策工事
杉山重工㈱ 日特スパークテック東濃向　粉末粘土溶解設備　ダクト配管製作工事
住友ゴム工業㈱ 名古屋工場　６ＢＢ制御盤取替・1棟集塵機モータ取替工事
藤田保健衛生大学病院 エネルギーセンター棟建築工事
藤倉ゴム工業㈱ 岩槻工場　 バグフィルター機器製作・納品
ペトロブラス社 タービン外衣製作
ペトロブラス社 タービン外衣製作（８基）
㈱堀江製函合板所 小割機　R合板切断機製作
㈲槇島機械 東栄製紙工業㈱　火災復旧に伴う工事
三菱重工業㈱ 神戸造船所 ３号機　非常用GT用エンクロージャ製作
三菱重工業㈱ 高砂製作所 排気用消音ブロック製作

納　入　先
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