工事経歴書

有限会社

久留主溶接工業所

PERFORMANCE RECORDS

工事経歴
2011年
高田プラント建設㈱

新日鐵㈱戸畑構内 T鋼行き窒素配管工事

日本建設工業㈱

四国電力㈱坂出火力発電所 PS3号機ボイラ後壁ハンガ出口溶接工事

バブコック日立㈱

関西電力㈱海南火力発電所 1号ボイラ配管溶接工事

㈱上組

東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 2号機原子炉建屋ランウェイガーター耐震補強工事

日田建工㈱

電発㈱ 石炭ガス化設備チャーフィードホッパ廻り配管プレファブ工事

朝日工業㈱

東レ㈱東海工場 H23年度5号ボイラー配管補修工事

東京動力㈱

太平電業㈱大飯原子力発電所 3号機定検溶接工事

共和溶構㈱

東京電力㈱福島第一原子力発電所 G2エリアスラッジ貯蔵タンク据付配管工事

アサヒ工業㈱

JX水島 H23年度配管定修工事

2012年
㈱高田工業所

新日鐵住金㈱小倉 2号ボイラLNG燃料転化配管工事

高田プラント建設㈱

新日鐵㈱八幡構内 DAPS行きユーティリティ配管工事

日本建設工業㈱

四国電力㈱坂出火力発電所 PS4U主蒸気管酸洗い溶接工事

㈱上組

中国電力㈱三隅火力発電所 1号火炉側壁蒸発管溶接工事

バブコック日立㈱

沖縄電力㈱具志川火力発電所 2号ボイラ配管溶接工事

朝日工業㈱

西部石油㈱山口製油所 2号ボイラ追熱器配管更新工事

東京動力㈱

太平電業㈱大飯原子力発電所 主蒸気ブロー溶接工事

共和溶構㈱

東京電力㈱福島第一原子力発電所 G2エリアスラッジ貯蔵タンク据付配管溶接工事

ペガサスプラント㈱

アジアンフロンティア 4号棟増設配管工事

日田建工㈱

棒鋼加熱炉LNG燃料転化配管溶接工事

森松工業㈱

H24年度水施耐引第1号配水池溶接工事

2013年
㈱高田工業所

三菱化学㈱鹿島 2F-170分解炉設置工事

高田プラント建設㈱

ひびきLNG基地 建設配管工事

日本建設工業㈱

鹿島共同火力発電所 5号機配管溶接工事

バブコック日立㈱

中部電力㈱碧南火力発電所 第5号缶2013配管溶接工事

朝日工業㈱

大王製紙㈱三島工場 15B側壁チューブ取替配管工事

東京動力㈱

関西電力㈱大飯原子力発電所 3・4号再循環ユニット設置工事

森松工業㈱

長瀬配水池タンク配管溶接工事

2014年
㈱高田工業所

白島石油備蓄基地㈱ H26年上期配管工事

高田プラント建設㈱

㈱神戸製鋼所長府工場 2AP鋼板配管更新工事

日本建設工業㈱

関西電力㈱高浜原子力発電所 スプリンクラー消火配管工事

バブコック日立㈱

新日鐵㈱八幡 3号ボイラ配管溶接工事

東京動力㈱

関西電力㈱大飯原子力発電所 スプリンクラー消火装置設置工事

日田建工㈱

FBC受入タンク高上げ配管改造工事

鴻池運輸㈱

取鍋底板溶接部補修工事

㈱上組

九電㈱新大分発電所 配管溶接工事

河崎運輸機工㈱

㈱ダイセル大竹工場内 配管溶接工事

アサヒ工業㈱

T社科受託製造設備設置工事

森松工業㈱

野火止浄水場 配管溶接工事

2015年
㈱高田工業所

新日鐵㈱八幡 T鋼地金除去装置配管工事

高田プラント建設㈱

黒崎 噴霧消火設備 配管工事

日本建設工業㈱

四国電力㈱伊方原子力発電所 オフ期間設備配管改造工事

三菱日立パワーシステムズ㈱

大阪ガス㈱泉北発電所 配管溶接工事

鴻池運輸㈱

高炉Bガス管老朽更新ユーティリティー配管工事

山九プラントテクノ㈱

山九プラントテクノ㈱若松工場内 配管サポート溶接工事

日田建工㈱

麻生セメント㈱田川工場 夏期休転配管工事

KEE環境工事㈱

筑西広域環境センター 配管溶接工事

㈱クリハラント

四国電力㈱伊方原子力発電所 配管溶接工事

朝日工業㈱

鹿児島市北部清掃工場 配管溶接工事

森松工業㈱

森松工業㈱岐阜工場 配管溶接工事

2016年
㈱高田工業所

セントラル硝子㈱宇部 UF-2プラント建設配管工事

高田プラント建設㈱

中部電力㈱高浜原子力発電所 配管溶接工事

日本建設工業㈱

四国電力㈱伊方原子力発電所 オフ期間設備配管改造工事

日田建工㈱

小型ガス化炉機械据付工事

鴻池運輸㈱

SCOPE塊成機迅速交換化改造据付工事

㈱クリハラント

四国電力㈱伊方原子力発電所 配管溶接工事

㈱宇徳

H-4ケーブルトレイ泡消火装置設置工事

山九プラントテクノ㈱

愛知製鋼㈱知多工場 2棒線熱炉配管工事

中央機工㈱

住友化学㈱千葉工場 袖Ⅰ地区配管工事及び付帯工事

日鉄住金テックスエンジ㈱

炭材処理（444SC）増強更新工事

㈱小山工業所

中国電力㈱西名古屋火力発電所 7号系列発電設備据付工事

森松工業㈱

国府第二配水池 配管溶接工事

2017年
㈱高田工業所

新日鐵住金㈱八幡 HPL配管改造工事

高田プラント建設㈱

中部電力㈱浜岡原子力発電所 新基準対応配管工事

日本建設工業㈱

四国電力㈱阿南火力発電所 PS3号機ボイラバーナパネル溶接工事

三菱日立パワーシステムズ㈱

四国電力㈱橘田湾火力発電所 第1号ボイラ溶接工事

鴻池運輸㈱

新日鐵㈱ 高炉設備安全対策配管工事

森松工業㈱

五条・大江 タンク溶接工事

朝日工業㈱

味の素㈱九州 3号ボイラー定修配管工事

日田建工㈱

電源開発㈱若松 小型石炭ガス化試験設備配管工事

㈱小山工業所

中国電力㈱西名古屋火力発電所 7号系列発電設備据付工事

河崎運輸機工㈱

出光興産㈱門司 2016年度ドラムラック補修溶接工事

KEE環境工事㈱

郡山河内クリーンセンター 2号ボイラ溶接工事

㈱宇徳

中部電力㈱浜岡原子力発電所 安全対策関連溶接工事

トキワエンジニアリング㈱

八幡HPL改造中間配管工事

2018年
㈱高田工業所

新日鐵住金㈱八幡 三製鋼工場二次精錬設備配管工事

高田プラント建設㈱

中部電力㈱浜岡原子力発電所 新基準対応配管工事

日本建設工業㈱

九州電力㈱川内原子力発電所 SGR溶接工事

山九プラントテクノ㈱

戸畑4高炉朝顔冷却棒設置工事

森松工業㈱

上中野配水池 タンク溶接工事

㈱小山工業所

北海道石狩湾新港 1号機発電設備据付工事

㈱宇徳

中部電力㈱浜岡原子力発電所 安全対策関連溶接工事

アサヒ工業㈱

ＩＤ響灘火力発電所 ボイラエリア配管工事

西日本プラント工業㈱

九州電力㈱川内原子力発電所 2号機常設直流電源設備設置工事

㈱豊通テック

酸洗槽配管取り出し改造配管工事

日鉄住金テックスエンジ㈱

製銑・コークス設備配管工事

KEE環境工事㈱

名古屋市南陽工場 3号ボイラ水管溶接工事

東京動力㈱

高槻クリーンセンターごみ処理施設 機器据付配管工事

太平電業㈱

電源開発㈱竹原火力発電所 機器据付溶接工事

2019年
㈱高田工業所

新日鐵住金㈱八幡 COG本管能力配管工事

高田プラント建設㈱

豊前バイオマス発電所 配管工事

日本建設工業㈱

四日市バイオマス ボイラ設備溶接工事

鴻池運輸㈱

JFE福山 3焼結水マグ設備据付工事

朝日工業㈱

西部石油㈱山口製油所 SDM据付工事

日田建工㈱

サワーシフト触媒試験設備配管工事

㈱小山工業所

東北電力㈱能代火力発電所 3号機据付配管工事

山九プラントテクノ㈱

塩野義製薬㈱殿向け サポート製作配管工事

アサヒ工業㈱

日本ゼオン㈱水島工場 配管工事

日鉄住金テックスエンジ㈱

製銑・コークス設備配管工事

太平電業㈱

電源開発㈱竹原火力発電所 機器据付溶接工事

中央機工㈱

出光興産㈱千葉事業所 SDM配管工事

森松工業㈱

久里浜配水池 タンク溶接工事

2020年
㈱高田工業所

日本製鉄㈱八幡ブリキ工場 水配管更新工事

日本建設工業㈱

関西電力㈱美浜原子力発電所 3号機再循環ユニット冷却水配管工事

鴻池運輸㈱

JFE福山 3焼結水マグ設備据付工事

朝日工業㈱

市原グリーン電力㈱ 1，3次加熱器更新工事

日田建工㈱

JRA小倉競馬場 シャワー配管工事

㈱小山工業所

瀬戸内共同火力㈱福山 新2号機配管据付工事

アサヒ工業㈱

コカ・コーラ広島工場 1，2ラインアセペット設備配管工事

太平電業㈱

常陸那珂火力発電所 アンモニアガス供給溶接工事

森松工業㈱

北牟田浄水場 タンク溶接工事

2021年
㈱高田工業所

日本製鉄㈱八幡鋼板工場 機械炉設備配管工事

日本建設工業㈱

日本建設工業㈱千葉工場 溶接工事

鴻池運輸㈱

銘建工業㈱ バイオマス発電用乾燥オガサイロ設置工事

㈱小山工業所

中国電力㈱三隅火力発電所 2号機タービン配管据付工事

アサヒ工業㈱

広島中央エコパーク 建設配管工事

森松工業㈱

天神原配水池 タンク溶接工事

