
施工場所(敬称略) 年度 工事件名 工事種類

佐渡市 平成30年度 両津火力(発) 9号機建屋内防音材取替工事 防音

新潟市西蒲区 平成30年度 ㈱ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ新潟工場 ｵｰﾌﾞﾝﾀﾞｸﾄ製作取付工事 ダクト

佐渡市相川 平成30年度 相川火力(発)燃料払出配管点検工事 保温

北越ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱新潟工場 平成30年度 一般修繕工事 保温

岩塚製菓　沢下条工場 平成30年度 エネルギー棟：給水タンク給水管取替 保温

亀田清掃ｾﾝﾀｰ 平成30年度 配管保温工事 保温

佐渡市 平成30年度 双日佐和田火力㈱1号機修繕工事 保温

佐渡市 平成30年度 両津火力(発) 桟橋 C重油受入配管 圧力計取替工事 保温

国際石油開発帝石㈱親沢ﾌﾟﾗﾝﾄ 平成30年度 親沢プラント 保温補修作業 保温

上越市JCU構内 平成30年度 No1.2反応器廻り配管更新に伴う保温工事 保温

佐渡市 平成30年度 両津火力(発)　7号機蒸気配管他修繕工事 保温

新潟市中央区 平成30年度 中部下水処理場No.5雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事 保温

小千谷市茶郷川 平成30年度 茶郷川水管橋保温カバー補修工事 保温

旭ｶｰﾎﾞﾝ㈱構内 平成30年度 主要ﾌﾞﾛﾜ-定期検査保温工事 保温

新潟市北区 平成30年度 青木環境事業㈱　構内各所保温板金工事 保温

石油資源開発㈱紫雲寺鉱場 平成30年度 紫雲寺鉱場　スチーム線保温補修工事 保温

新潟原動機㈱大形工場 平成30年度 新潟原動機㈱　100A配管保温板金工事 保温

㈱大原鉄工所　構内 平成30年度 ﾒﾀﾝ発酵設備除湿機保温工事 保温

福島県 平成30年度 第2新郷(発)ｸｰﾗｰ冷却水配管保温工事 保温

和歌山県有田市 平成30年度 JXTGｴﾈﾙｷﾞｰ和歌山製油所 配管保温工事応援 保温

ﾃﾞﾝｶ､IPIほか構内 平成30年度 ﾃﾞﾝｶ､IPIほか冬季～秋季定修工事 保温

聖籠町ｴﾇｼｰﾃｯｸ構内 平成30年度 ｴﾇｼｰﾃｯｸ FRP機器配管断熱工事 保温

村上市 平成30年度 NTT村上 非常用発電機排気ﾀﾞｸﾄ改造に伴う保温工事 保温

新潟食肉ｾﾝﾀｰ 平成30年度 新潟食肉センター　配管保温工事 保温

ＪＸ日鉱日石エネルギー（株）東港油槽場 平成30年度 保温板金修理 保温

石油資源開発㈱東新潟K基地 平成30年度 セパレーター開放点検に伴う保温解体･復旧工事 保温

亀田清掃センター　構内 平成30年度 蒸気タービン定期点検に伴う保温脱着工事 保温

石油資源開発㈱片貝鉱場 平成30年度 片貝鉱場　北プラント　ラック基礎耐火材補修 保温

ジンテック工場内 平成30年度 26t+26t　ASタンク保温工事 保温

新潟浄化ｾﾝﾀｰ　構内 平成30年度 新潟浄化ｾﾝﾀｰ　汚泥乾燥設備保温･板金工事 保温

ｾｲｷﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ　構内 平成30年度 試ｶﾞｽ装置開放点検に伴う保温板金解体･復旧工事 保温

旭ｶｰﾎﾞﾝ㈱構内 平成30年度 ﾀﾝｸﾔｰﾄﾞ蒸気配管保温修理 保温

㈱新潟ｼﾞｰｼｰｼｰ構内 平成30年度 №1製品ﾀﾝｸ保温板金修理 保温

石油資源開発㈱新潟鉱場K基地 平成30年度 スチーム線保温補修工事 保温

燕市　越後中野無線中継所 平成30年度 ＮＴＴ　サイレンサー､配管保温工事 保温

福島市十綱橋 平成30年度 十鋼橋添架管添架替工事（ラッキング工事） 保温

見附市刈谷田川大堰地区水管橋 平成30年度 見附市刈谷田川大堰地区水管橋ラッキング工事 保温

新潟市秋葉区 平成30年度 日揮触媒化成㈱ 15工場11号焼成炉ファン保温更新工事 保温

新潟市臨港排水機場 平成30年度 配管保温工事 保温

奥会津地熱㈱ 平成30年度 熱水配管各所保温･布団製作取付 保温

南区　戸頭浄水場構内 平成30年度 次亜注入機室保温工事 保温

加茂市田上町 平成30年度 加茂市清掃ｾﾝﾀｰ1号炉ｶﾞｽ冷･減温塔･均分ｹｰｼﾝｸﾞ補修 保温

伏見蒲鉾 平成30年度 排気ダクト敷設工事 保温

三菱マテリアルテクノ長岡事業所　構内 平成30年度 実験開発棟機器保温工事 保温

関ベン鉱業生産工場内 平成30年度 ダクトボックス補修工事 保温

新潟市江南区 平成30年度 ㈱ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ新潟工場 ﾋﾞｽｹｯﾄ3号ｵｰﾌﾞﾝﾀﾞｸﾄ点検口取付工事 保温

ｴｽｹｲ産業見附ｶﾞｽ化学工場 平成30年度 危険物タンク(G-№21,22)防食補修 防食

工事実績表
平成30年(一部抜粋)



施工場所(敬称略) 年度 工事件名 工事種類

工事実績表
平成30年(一部抜粋)

石油資源開発㈱新潟鉱場　東新潟Ｋ基地 平成30年度 NH3冷凍装置開放点検工事のうち保温解体･復旧工事 保温

佐渡市二見 平成30年度 相川火力(発)　燃料配管点検工事 保温

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ南諏訪事業所 平成30年度 配管保温工事 保温

ジンテック工場内 平成30年度 アスファルトタンク60t（20+20+20）保温工事 保温

佐渡市 平成30年度 両津火力(発)　9号海水配管他修繕工事 保温

新潟市北区 平成30年度 三菱ｶﾞｽ化学㈱ 2化成SNCN装置水洗排水処理塔GL補修 保温

新潟市南区 平成30年度 ㈱ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ 新潟南工場 ｳｴﾊｰｽｵｰﾌﾞﾝ移設に伴うﾀﾞｸﾄ工事 ダクト

奥会津地熱　11Tサイト 平成30年度 11Tｻｲﾄ16T生産井ｽﾗｸﾞｷｬｯﾁｬｰ廻り配管工事 保温

第一工業製薬(株)　大潟工場 平成30年度 第４工場ほか保温工事 保温

国際石油開発帝石　越路原ﾌﾟﾗﾝﾄ 平成30年度 調節弁点検に伴う保温解体復旧工事 保温

新潟市江南区 平成30年度 九郎橋 管路防食工事(NTT東線№6～№7) 防食

新潟市東区 平成30年度 新潟原動機㈱大形工場 発電設備ﾎﾟﾝﾌﾟ点検保温工事 保温

長岡市　中央浄化ｾﾝﾀｰ構内 平成30年度 反応槽機械設備地下層1000A配管解体工事 保温

石油資源開発㈱紫雲寺鉱場 平成30年度 長島SK-2 IDH開放点検に伴う保温板金工事 保温

胎内市下荒沢 平成30年度 深谷橋 添架管防食工事(発電分線№3～自営発電№1HH) 防食

旭ｶｰﾎﾞﾝ㈱東港油槽所 平成30年度 ｽﾁｰﾑﾄﾚｰｽ配管更新工事 保温

長岡市　長岡油糧㈱構内 平成30年度 ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰ､ｽﾄﾘｯﾊﾟｰ保温板金工事 保温

信越化学工業(株)　直江津工場内 平成30年度 No.2 C4タンク裾廻り防食工事 防食

長岡市 平成30年度 協同公社 長岡　配管保温工事 保温

新潟市南区 平成30年度 ㈱ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ新潟南工場 ｳｴﾊｰｽｵｰﾌﾞﾝ排気ﾀﾞｸﾄ取付 ダクト

上越市JCU構内 平成30年度 冷水塔廻り保温更新工事 保温

長岡東ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 平成30年度 長岡東ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ　ｻｲﾛ冷却装置設置工事 保温

三条市 平成30年度 島田三丁目地内ほか配水管布設替工事 保温

北越ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱　長岡工場構内 平成30年度 一般修繕工事 保温

石油資源開発㈱見附鉱場構内 平成30年度 見附鉱場構内　各所保温工事 保温

長岡　吉野川酒造構内 平成30年度 蒸気配管保温工事 保温

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工㈱新潟鉱場　構内 平成30年度 ﾎﾟﾝﾌﾟ2基･機器保温工事 保温

JPO岩船沖　P/F 平成30年度 JPO岩船沖　P/Fﾄﾚｰｽ配管保温板金工事 保温

日信工業㈱直江津工場 平成30年度 配管保温工事 保温

製作:柏崎市 平成30年度 秋田ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ向断熱布団製作 保温

石油資源開発㈱見附鉱場　構内 平成30年度 H30年度 計器開放検査･調節弁点検に伴う保温工事 保温

北越ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱長岡工場 平成30年度 4号機 ｻｲｽﾞﾗｲﾝﾋｰﾀｰﾄﾚｰｽ補修に伴う保温解体･復旧工事 保温

JA越後おぢや 第2CE 平成30年度 サイロ冷却装置設置工事 保温

佐渡市 平成30年度 相川火力(発）2号蒸気配管他修繕工事 保温

石油資源開発㈱　片貝鉱場 平成30年度 南ﾌﾟﾗﾝﾄ　昇圧ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ室内保温補修 保温

石油資源開発㈱各鉱場　構内 平成30年度 各機器開放点検に伴う保温工事 保温

長岡市 INPEX越路原ﾌﾟﾗﾝﾄ 平成30年度 2018 越路原発電所 RBI対応検査作業 保温

佐渡市 平成30年度 両津火力(発) 燃料配管点検･潤滑油更新･移送配管撤去 保温

新潟浄化ｾﾝﾀｰ　構内 平成30年度 新潟浄化ｾﾝﾀｰ　ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ補修に伴う保温板金工事 保温

水澤化学工業㈱中条工場 平成30年度 各所保温板金工事 保温

国際石油開発帝石㈱　新桑山鉱場構内 平成30年度 新桑山TT-1号井 ｳｪﾙｻｰﾋﾞｽの内､生産設備設置工事 保温

日本海洋石油資源開発㈱　新潟鉱業所 平成30年度 昇圧･冷凍設備関係ﾒﾝﾃﾅﾝｽの内､計装機器点検 保温

三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ㈱ 構内 平成30年度 2000L-真空撹拌乾燥機板金補修 保温

中越酵母　構内 平成30年度 中越酵母構内　保温工事 保温

奥胎内ダム 平成30年度 奥胎内ダム配管保温板金工事 保温

秋田県大仙市 平成30年度 秋田グリーンパワー 保温応援工事 保温

神奈川県川崎市川崎区扇島 平成30年度 JFE構内 タンク裾廻り防食工事 防食


