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プラント工事 ㈱城中ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ボイラ関係 平成30年　2月現在

着工 完成
青森ﾘﾆｭｱﾌﾞﾙｴﾅｼﾞｰﾘｻｲｸﾙ A,B系溶融炉1次室ボイラ水管交換、補修

船橋北部清掃工場 ボイラ各機器点検整備

定期点検整備

峡北広域環境衛生センター ボイラ点検整備、一般機器点検整備、

定期点検工事　

稲葉ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ボイラ各機器点検整備

ボイラ・機器清掃点検整備

伊勢崎清掃ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ ボイラ機器点検整備、ボイラ水管補修

機械保守整備委託

東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ

医廃設備定期点検工事

浜松市清掃工場

定期点検整備

岐阜東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 機器点検整備（1）(2)（3）、ボイラ水管補修

H31年度運転管理業務委託

あらかわｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ボイラ点検整備、共通系機器点検整備

ボイラ・共通系点検整備

青森ﾘﾆｭｱﾌﾞﾙｴﾅｼﾞｰﾘｻｲｸﾙ A,B系溶融炉1次室ボイラ水管交換、補修

船橋北部清掃工場 ボイラ点検整備

定期点検整備

峡北広域環境衛生センター 一般機器修繕、ボイラ点検整備

定期点検工事　 高温空気加熱器清掃他

東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ 燃焼設備・排ガス処理設備・湿式洗浄塔・通風設備他

医廃設備定期点検工事

浜松市清掃工場

定期点検整備

稲葉ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ボイラ各機器点検整備

ボイラ・機器清掃点検整備

伊勢崎清掃ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ ボイラ、機器点検整備、ボイラ水管補修

機械保守整備委託

岐阜東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 機器点検整備（1）(2)（3）、ボイラ水管補修

H30年度運転管理業務委託 廃熱ﾎﾞｲﾗ点検整備

あらかわｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ボイラ点検整備、ボイラ水管補修

ボイラ・共通系点検整備

弘前地区環境整備センター 1号ﾎﾞｲﾗ補修

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H30.4 H31.2

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H30.4 H30.6

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H30.4 H31.2

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H30.4 H31.2

機器点検整備（上期、下期）、廃熱ボイラ点検整備、

廃熱ボイラ点検整備

三井造船㈱ H30.4 H31.2

㈱東京エネシス H30.4 H31.3

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H30.5 H31.3

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H30.6 H31.3

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H30.10 H30.12

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H31.4 R2.2

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H31.4 R1.6

三井造船㈱ H31.4 R2.2
機器点検整備（上期、下期）、廃熱ボイラ点検整備

㈱東京エネシス H31.4 R2.3

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ R1.5 R1.12

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ R1.5 R2.2

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ R1.5 R2.3

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ R1.7 H31.3

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ R1.9 R1.12

内容受注先

主要工事経歴

期間
工事件名

荏原環境プラント㈱ H30.1 H30.2
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プラント工事 ㈱城中ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ボイラ関係 平成30年　2月現在

着工 完成
内容受注先

主要工事経歴

期間
工事件名

船橋市北部清掃工場 廃熱ﾎﾞｲﾗ点検

あらかわクリーンセンター ﾎﾞｲﾗ簡易点検

峡北広域環境衛生ｾﾝﾀｰ　 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検

廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検

峡北広域環境衛生ｾﾝﾀｰ　 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検

廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検

クリーンパワー山形 ﾎﾞｲﾗ点検

峡北広域環境衛生ｾﾝﾀｰ　 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検

廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検

峡北広域環境衛生ｾﾝﾀｰ　 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検

廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検

弘前地区環境整備センター ﾎﾞｲﾗ水管肉盛補修

あらかわクリーンセンター ﾎﾞｲﾗ簡易点検

クリーンパワー山形 ﾎﾞｲﾗ点検

浜松市清掃工場 ﾎﾞｲﾗ自主点検（1～3系）

廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検

豊橋資源化ｾﾝﾀｰ ﾎﾞｲﾗ点検

当栄ケミカル ﾎﾞｲﾗ簡易点検

あらかわクリーンセンター ﾎﾞｲﾗ簡易点検

岐阜東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ﾎﾞｲﾗ1.2.3号機器点検整備

ﾎﾞｲﾗ機器点検整備

浜松市清掃工場

廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検

あらかわクリーンｾﾝﾀｰ ﾎﾞｲﾗ簡易点検

峡北広域環境衛生ｾﾝﾀｰ　 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検
岡山東部クリーンセンター 1号、2号、3号ﾎﾞｲﾗ火炉壁管・ﾎﾞｲﾗﾀﾞｽﾄ排出機点検整備
定期点検工事　
東北東京鐵鋼㈱ 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
ﾎﾞｲﾗｰ関連点検整備業務
あらかわクリーンｾﾝﾀｰ 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
ﾎﾞｲﾗ定期点検整備

H25.7 H25.7

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

H25.8 H26.2

三井造船㈱ H25.7 H25.9

荏原環境プラント㈱ H27.4 H27.7

荏原環境プラント㈱

H24.9 H24.10

荏原環境プラント㈱

IHI環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H24.5 H24.12

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ Ｈ24.5 Ｈ24.6

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H24.4 H24.8

荏原環境プラント㈱ H27.4 H27.5

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H27.11 H27.12

三井造船㈱ H27.4 H27.8

荏原環境プラント㈱ H27.11 H27.11

荏原環境プラント㈱ H28.4 H28.7

荏原環境プラント㈱ H28.9 H28.12

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H28.9 H28.10

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H29.2 H29.3

荏原環境プラント㈱ H28.11 H28.11

荏原環境プラント㈱ H29.4 H30.2

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H30.2 H30.2

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H29.4 H29.4

荏原環境プラント㈱ H29.9 H30.2
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プラント工事 ㈱城中ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ボイラ関係 平成30年　2月現在

着工 完成
内容受注先

主要工事経歴

期間
工事件名

吾妻ﾊﾞｲｵﾊﾟﾜｰ ﾎﾞｲﾗ基礎廻りSDCP製作・据付工事

浜松市清掃工場 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
H23年度廃熱ﾎﾞｲﾗ簡易整備工事
岡山東部クリーンセンター 1号、2号ﾎﾞｲﾗ設備等点検調整
定期点検工事　
ｴｺｼｽﾃﾑ千葉㈱ 廃熱ﾎﾞｲﾗ/ﾊﾝﾏﾘﾝｸﾞ装置補修工事

あらかわクリーンｾﾝﾀｰ 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
ﾎﾞｲﾗ定期点検整備
岡山東部クリーンセンター 1号、2号ﾎﾞｲﾗ設備等点検調整
定期点検工事　
浜松市清掃工場 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
H23年度廃熱ﾎﾞｲﾗｰ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検

あらかわクリーンｾﾝﾀｰ 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
ﾎﾞｲﾗ定期点検整備
東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ㈱ ボイラ清掃
A系医療廃棄物ボイラー清掃
安城市環境クリーンセンター ﾎﾞｲﾗ関係ｼｭｰﾄﾀﾞﾝﾊﾟ整備・ﾎﾞｲﾗ排水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ整備
共通系整備工事 蒸気用自動制御弁取外し取付
福島あらかわｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ｽﾄｰｶ整備・ﾎﾞｲﾗ給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾁｪｯｷ弁補修（3台）助勢等
瑕疵工事
岡山東部クリーンセンター 2.3号ﾎﾞｲﾗ設備等点検調整
定期点検工事　
岡山東部クリーンセンター 1号ﾎﾞｲﾗ設備等点検調整
定期点検工事　
あらかわクリーンｾﾝﾀｰ 廃熱ﾎﾞｲﾗ設備点検
ﾎﾞｲﾗ定期点検整備
豊島清掃工場 ﾎﾞｲﾗﾀﾞｽﾄﾗｲﾝ整備及び水漏配管工事

市原ｸﾞﾘｰﾝ電力
ﾎﾞｲﾗ定期点検整備
峡北広域環境衛生ｾﾝﾀｰ 廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検
廃熱ﾎﾞｲﾗ及びﾎﾞｲﾗｰ関連設備点検 低圧復水器洗浄
岡山東部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ ﾎﾞｲﾗ燃焼設備定期点検
ﾎﾞｲﾗ燃焼設備定期点検 ﾎﾞｲﾗ設備給塵機修理
東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ㈱ｽｰﾊﾟｰｴｺﾌﾟﾗﾝﾄ ﾎﾞｲﾗ及び補機類点検整備
ﾎﾞｲﾗ及び補機類点検整備

H20.5 H21.2荏原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱

三井造船㈱

IHI環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

荏原環境プラント㈱

IHI環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H22.5 H22.10

荏原環境プラント㈱ H23.5 H23.9

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H23.5 H23.9

IHI環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H23. 6 H24. 1

H23.7 H23.7

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H23.6 H23.11

H22. 6 H22. 12

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H22.4 H22.7

IHI環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H21. 8 H21. 12

荏原環境プラント㈱ H21.9 H21.10

東京臨海リサイクルパワー㈱ H21.11 H21.11

H21.9 H21.12

H21. 6 H21. 8

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱ H21.4 H21.7

IHI環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H21. 4 H20.7

㈱IHI環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ H20.6 H20.9

三井造船㈱ Ｈ21.1 H21.2

三井造船環境ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H20.9 H20.9


