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工　事　実　績　一　覧

水処理設備・配管工事
平成２７年１月～３０年９月

年月 会社名 工事名称 所在地

H27.01 合同製鐵　姫路 ＥＦ炉体送水ポンプ更新に伴う省エネルギー化 　姫路市

H27.01 ワイヤーテクノ 硬めっき線湯洗装置製作据付 　大阪市

H27.01 山陽特殊製鋼 第２ビルガーメタクレン洗浄機排水配管工事 　姫路市

H27.01 山陽特殊製鋼 動力センター一般送水ポンプフート弁更新工事 　姫路市

H27.01 山陽特殊製鋼 アッセル精密設備エアー、工水配管工事 　姫路市

H27.01 山陽特殊製鋼 エロンゲーター油圧ユニット更新工事 　姫路市

H27.01 新関西製鐵　堺 ＡＦ　ＮＯ２炉体クーラーポンプ更新工事 　堺市

H27.02 合同製鐵　大阪 ２ＣＣモールド冷却水ポンプ用予備機設置工事 　大阪市

H27.02 山陽特殊製鋼 大型集積屈側設備エアー配管工事 　姫路市

H27.03 合同製鐵　大阪 滓破砕場　散水設備増設工事 　大阪市

H27.03 合同製鐵　大阪 電気炉戻りポンプオーバーホール 　大阪市

H27.03 合同製鐵　大阪 ２ＣＣスケール移送配管補修 　大阪市

H27.03 合同製鐵　姫路 加熱炉スキッド冷却水流量計取付 　姫路市

H27.03 桃栄金属　日野 熱処理装置配管工事 　日野町

H27.04 ネツレン 焼入れ設備配管工事 　高槻市

H27.05 合同製鐵　大阪 ２ＣＣサンドポンプオーバーホール 　大阪市

H27.05 シモダフランジ 水焼入れ設備循環水装置設置工事 　竜野市

H27.05 新関西製鐵　星田 １圧ロール冷却水ポンプ取替工事 　交野市

H27.06 合同製鐵　大阪 工場内配管部分更新 　大阪市

H27.07 合同製鐵　大阪 ２ＣＣスプレー水オートストレーナー整備作業 　大阪市

H27.07 桃栄金属　茨木 焼入れ設備冷却水タンク更新工事 　茨木市

H27.07 シモダフランジ ＮＯ１水焼入れ設備配管取替工事 　竜野市

H27.08 合同製鐵　大阪 工場排水配管更新 　大阪市

H27.08 合同製鐵　大阪 工場排水配管歩廊設置工事 　大阪市

H27.08 合同製鐵　大阪 ２ＣＣサンドポンプオーバーホール 　大阪市

H27.08 合同製鐵　大阪 形鋼ＢＤ熱交換器パッキン点検清掃作業 　大阪市

H27.08 ワイヤーテクノ ＳＴＣ焼鈍炉冷却水用冷却塔充填材入替作業 　大阪市

H27.08 合同製鐵　船橋 連鋳棟２Ｆ部分モールド排水配管補修 　船橋市

H27.08 山陽特殊製鋼 ６０ＴＥＦ助燃バーナー向け窒素配管工事 　姫路市

H27.09 合同製鐵　大阪 形鋼加熱炉周り配管腐食部分更新 　大阪市

H27.09 合同製鐵　姫路 Ｖ蒸気弁オーバーホール 　姫路市

H27.09 合同製鐵　姫路 直引＃９、１０、１１水冷ダクト取替 　姫路市

H27.09 合同製鐵　姫路 ＣＣ機械冷却水ポンプ最適化事前工事 　姫路市

H27.09 建機熱処理センター 熱交換器及びポンプ廻り更新工事 　茨木市

H27.06 新関西製鐵　堺 圧延ＮＯ２ロール給水チェッキ弁・電動弁更新 　堺市

H27.10 合同製鐵　大阪 形鋼＃２ピット排水ポンプ取替工事 　大阪市

H27.10 合同製鐵　大阪 取鍋予熱装置更新に伴うユーティリティー配管工事 　大阪市

H27.11 ワイヤーテクノ ３号めっき酸洗槽循環配管取替工事 　大阪市

H27.11 山陽特殊製鋼 サントクテック西工場行窒素配管工事 　姫路市
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年月 会社名 工事名称 所在地

H27.11 山陽特殊製鋼 第二棒線仮設濾過ポンプ設置・撤去工事 　姫路市

H27.11 新関西製鐵　星田 圧延ＮＯ３濾過器濾材入替工事 　交野市

H27.12 山陽特殊製鋼 １５０ＴＬＦ除滓機用油圧ユニット更新工事 　姫路市

H27.12 山陽特殊製鋼 １５０ＴＥＦ傾動油圧配管部分更新工事 　姫路市

H27.12 合同製鐵　姫路 ＬＦ・ＥＦ補機・炉体系工水配管修理 　姫路市

H27.12 合同製鐵　姫路 西廻り・集塵・ＣＣ系工水配管修理 　姫路市

H27.12 新関西製鐵　堺 東洋電機製水中攪乱サンドポンプ修理 　堺市

H28.01 合同製鐵　大阪 線材水処理スーパーフィルター逆洗水配管一部更新 　大阪市

H28.01 合同製鐵　大阪 ＥＦ助燃バーナー冷却用ブースターポンプ更新工事 　大阪市

H28.01 合同製鐵　大阪 ２ＣＣ濾過器周り配管補修 　大阪市

H28.01 中山鋼業 圧延水処理設備配管取替 　大阪市

H28.01 山陽特殊製鋼 第２工場インバーターコンプレッサー配管工事 　姫路市

H28.02 合同製鐵　大阪 ２ＣＣサンドポンプ購入 　大阪市

H28.02 合同製鐵　姫路 Ｖ＃３コンデンサーポンプ修理 　姫路市

H28.02 桃栄金属　茨木 研磨設備竪型ポンプ 　茨木市

H28.02 山陽特殊製鋼 凍結による配管破損修理 　姫路市

H28.02 合同製鐵　姫路 ＣＣアキュームレーター増設 　姫路市

H28.02 合同製鐵　姫路 １６００Ｔプレス油量監視センサー設置工事 　姫路市

H28.03 桃栄金属　茨木 油圧ユニット更新工事 　茨木市

H28.03 桃栄金属　茨木 クーリングタワー更新工事 　茨木市

H28.03 津田金属　尼崎 窒素配管工事 　尼崎市

H28.05 合同製鐵　姫路 ＣＣ機械冷却水ポンプ老朽更新 　姫路市

H28.05 桃栄金属　茨木 クーリングタワー更新工事 　茨木市

H28.06 合同製鐵　大阪 線材水処理ＳＦ濾材入替及び洗浄機構改造 　大阪市

H28.07 合同製鐵　大阪 工場排水濾過器濾材入替工事 　大阪市

H28.07 合同製鐵　姫路 ＣＣ非常用水配管改造工事 　姫路市

H28.07 ワイヤーテクノ ２号めっきスクラバー補給水配管詰り修理 　大阪市

H28.07 ワイヤーテクノ 特伸工場行き工水配管補修 　大阪市

H28.08 合同製鐵　姫路 旧３ＣＣ３Ｆ都市ガス配管他改造工事 　姫路市

H28.09 合同製鐵　大阪 Ｕ４Ｅ４ロール冷却水配管取替工事 　大阪市

H28.09 合同製鐵　大阪 ３ＣＣ搬送下ロール冷却水配管工事 　大阪市

H28.09 合同製鐵　大阪 ３ＣＣチャンバー外機械冷却水配管取替工事 　大阪市

H28.09 合同製鐵　姫路 圧延精整工場冷却水配管修理 　姫路市

H28.09 合同製鐵　船橋 Ｐ６３ロール冷却用昇圧ポンプ更新取付 　船橋市

H28.09 合同製鐵　船橋 Ｐ６冷却水ポンプ取替工事 　船橋市

H28.09 建機熱処理センターＴＳＩＱ焼入れ装置下配管・タンク老朽化による更新工事　茨木市

H28.09 建機熱処理センター 冷却塔更新及び水槽・配管改造工事 　茨木市

H28.09 山陽特殊製鋼 粉末洗い場排水配管工事 　姫路市

H28.09 新関西製鐵　星田 圧延ロール冷却水ポンプ 　交野市

H28.09 新関西製鐵　星田 東洋電機製水中攪乱サンドポンプ 　交野市

H28.09 新関西製鐵　堺 ＭＨ出側ＱＳＴ装置冷却水設備設置 　堺市

H28.11 新関西製鐵　星田 １圧水処理濾過器送りポンプ取替 　交野市

H28.11 新関西製鐵　堺 東洋電機製水中攪乱サンドポンプ修理 　堺市

H28.12 合同製鐵　大阪 ２ＣＣサンドポンプオーバーホール 　大阪市

H28.12 合同製鐵　大阪 ３ＣＣサンドポンプオーバーホール 　大阪市

H28.12 合同製鐵　大阪 ２ＣＣ濾過器周り配管補修 　大阪市

H28.12 合同製鐵　大阪 ３ＣＣ濾過器濾材入替、空洗管取替工事 　大阪市



年月 会社名 工事名称 所在地

H28.12 合同製鐵　姫路 中型ロール給水ポンプ吸込口改造工事 　姫路市

H29.01 合同製鐵　船橋 Ｐ－５２ポンプ取替工事 　船橋市

H29.02 ワイヤーテクノ 排水処理設備ＰＨ異常時緊急排水バルブ取付 　大阪市

H29.02 桃栄金属　茨木 工場南側エアー配管改造工事 　茨木市

H29.03 合同製鐵　大阪 ２ＣＣスケール移送配管取替工事 　大阪市

H29.03 合同製鐵　姫路 直引ダクト冷却ポンプ用電動バルブ取替工事 　姫路市

H29.03 合同製鐵　姫路 ＣＣスケールピット用水中ポンプ購入 　姫路市

H29.03 山陽特殊製鋼 棒線コンプレッサー配管工事 　姫路市

H29.04 新関西製鐵　堺 ＮＯ１Ａ系ポンプ分解整備 　堺市

H29.04 新関西製鐵　堺 東洋電機製水中攪乱サンドポンプ購入 　堺市

H29.05 合同製鐵　大阪 ２ＣＣサンドポンプオーバーホール 　大阪市

H29.05 合同製鐵　大阪 ３ＣＣサンドポンプオーバーホール 　大阪市

H29.05 新関西製鐵　星田 Ｆ５Ｈスタンド油圧配管更新 　交野市

H29.05 新関西製鐵　堺 Ｃ系ポンプ購入 　堺市

H29.06 合同製鐵　大阪 線材水処理ＳＦ濾材入替及び洗浄機構改造工事 　大阪市

H29.06 山陽特殊製鋼 鋼片検査排水配管更新 　姫路市

H29.07 合同製鐵　姫路 ＣＣスケールピット用水中ポンプ購入 　姫路市

H29.07 新関西製鐵　星田 Ｆ１Ｈ、Ｆ３Ｈ、Ｆ７Ｈスタンド油圧配管ルート変更 　交野市

H29.07 新関西製鐵　星田 １圧ロール給水ポンプ予備機設置工事 　交野市

H29.08 合同製鐵　大阪 ２ＣＣモールド冷却水配管及びストレーナー更新工事 　大阪市

H29.08 合同製鐵　大阪 形鋼加熱炉冷却水配管取替 　大阪市

H29.08 山陽特殊製鋼 鋼片ＮＯ２ピーリング油圧ユニット移設工事 　姫路市

H29.08 山陽特殊製鋼 鋼片検査工場一次側エアー配管工事 　姫路市

H29.08 山陽特殊製鋼 廃酸工水配管更新工事 　姫路市

H29.09 合同製鐵　大阪 ＥＦ集塵冷却排水配管埋設部補修工事 　大阪市

H29.09 合同製鐵　姫路 １０００ｔプール濾過器逆洗ポンプ更新 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 ３０００ｋｗ減速機給油装置用冷却装置製作、設置 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 矯正工場西１０００ｔプール送り配管修理 　姫路市

H29.09 ワイヤーテクノ３号めっき統合に伴う前処理ユーティリティー配管工事　大阪市

H29.09 新関西製鐵　堺 加熱炉給水ポンプ購入 　堺市

H29.09 新関西製鐵　星田 東洋電機製水中攪乱サンドポンプ購入 　交野市

H29.09 新関西製鐵　堺 中間ミルデスケーリングポンプ購入及び設置工事 　堺市

H29.09 新関西製鐵　堺 圧延高圧ポンプ整備 　堺市

H29.09 山陽特殊製鋼 第３酸洗リンス排液配管更新工事 　姫路市

H29.10 合同製鐵　大阪 ３ＣＣサンドポンプオーバーホール 　大阪市

H29.10 新関西製鐵　堺 ＣＣＭＴＦ下排水ポンプ購入 　堺市

H29.11 新関西製鐵　堺 ＣＣＭマーカー高圧ポンプオーバーホール 　堺市

H29.11 新関西製鐵　星田 １圧水処理Ｎ０２濾過器整備 　交野市

H29.12 合同製鐵　船橋 非常用冷却水ポンプ更新 　船橋市

H29.12 合同製鐵　船橋 電気炉炉体冷却水循環ポンプ設置工事 　船橋市

H29.12 淀川アスコン 上水道配管工事 　大阪市

H30.02 合同製鐵　姫路 １０００ｔプール直送配管取替工事 　姫路市

H30.02 建機熱処理センター 冷却ポンプ架台更新、冷却塔更新工事 　茨木市

H30.03 合同製鐵　大阪 ２ＣＣクーラー冷却塔更新工事 　大阪市

H30.03 合同製鐵　大阪 形鋼加熱炉冷却水配管取替 　大阪市

H30.03 合同製鐵　姫路 中型ミルモーター用冷却水装置設置工事 　姫路市

H30.03 新関西製鐵　堺 東洋電機製水中攪乱サンドポンプ修理 　堺市



年月 会社名 工事名称 所在地

H30.04 合同製鐵　大阪 ３ＣＣモールド冷却水ストレーナー更新 　大阪市

H30.06 桃栄金属　茨木 工場中央エアー配管増設改造工事 　茨木市

H30.06 シモダフランジ 水焼入れ設備循環水装置設置工事 　竜野市

H30.06 山陽特殊製鋼 鋼片検査疵取装置給脂配管工事 　姫路市

H30.07 ワイヤーテクノ １号・２号基めっき解体に伴う配管類事前撤去工事 　大阪市

H30.08 合同製鐵　大阪 形鋼ロール冷却水ポンプ載せ替え改造工事 　大阪市

H30.08 合同製鐵　大阪 製鋼工場炉体・集塵系排水配管ルート替え更新工事 　大阪市

H30.08 山陽特殊製鋼 鋼管処理工場エアー、水配管ルート変更工事 　姫路市

H30.08 山陽特殊製鋼 全工場エアードレン配管改造工事 　姫路市

H30.08 山陽特殊製鋼 棒線粗烈圧延機ユーティリティー配管移設工事 　姫路市

H30.08 山陽特殊製鋼 棒管処理工場３０ＨＰ矯正機一次側ﾕｰﾃィﾘﾃィー配管工事　姫路市

H30.09 合同製鐵　大阪 工場排水配管補修工事 　大阪市

H30.09 合同製鐵　大阪 旧ＲＨ冷却塔補修工事 　大阪市

H30.09 合同製鐵　大阪 ３ＣＣスプレー配管取替 　大阪市

H30.09 合同製鐵　大阪 滓処理場散水配管補修工事 　大阪市

H30.09 合同製鐵　姫路 加熱炉材料ヤード排水ポンプ更新 　姫路市

H30.09 合同製鐵　姫路 １０００ｔプール返還水配管取替工事 　姫路市

H30.09 合同製鐵　船橋 ＣＣスプレー水昇圧ポンプ設置工事 　船橋市

H30.09 新関西製鐵　星田 １圧水処理直接濾過ポンプ更新工事 　交野市

H30.09 新関西製鐵　星田 すばる寮ボイラー室給湯配管取替工事 　交野市

H30.09 山陽特殊製鋼 ＮＯ３・４ピーリング切削液搬送配管工事 　姫路市


