
＜令和 3年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事・鉄骨溶接工事 常駐

日本製鉄（山九） 千葉県 機械メンテナンス・機器製作工事 常駐

富士電機千葉工場 千葉県 スクラバ幹管・枝管溶接工事 常駐

日立造船（三進工業） 神奈川県
小田原市環境事業センター（実証プラン
ト）

継続中

東洋合成工業（サーフ工業） 千葉県 導電性テフロンライニングタンク 継続中

目黒清掃工場（三進工業） 東京都 建替工事の内ボイラー溶接工事 継続中

JFE知多製造所（カコー） 愛知県 矢板溶接工事 継続中

長野市（三進工業） 長野県 資源再生センター資源化施設改修工事 11月

バイオマス発電所（五月興産） 千葉県 配管布設工事 9月

五井触媒工場（山崎工業） 千葉県 工場建設工事（配管その他付帯工事） 8月

出光興産（生塩工業） 千葉県 配管工事 7月

富士石油（べイテック） 千葉県 SDM配管工事 7月

富士石油（生塩工業） 千葉県 SDM配管工事 6月

JFEエンジニアリング（デック） 千葉県 原木大橋水管橋更新工事 6月

出光興産（生塩工業） 千葉県 配管布設工事 5月

柏崎原発（DS産業） 新潟県 補強工事 4月

AGC（富士興業） 千葉県 電解課 TA工事 3月

住友重機械プロセス 千葉県 浮間合成配管工事 2月

豊和工業株式会社　受注実績



＜令和 2 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事・鉄骨溶接工事 常駐

日本製鉄（山九） 千葉県 機械メンテナンス・機器製作工事 常駐

富士電機千葉工場 千葉県 スクラバ幹管・枝管溶接工事 常駐

日本製鉄（産業振興） 千葉県 メトロデッキ製作工事 常駐

JFEエンジニアリング（デック） 千葉県 原木大橋水管橋更新工事 継続中

住友重機械プロセス機器 千葉県 浮間合成配管工事 継続中

JFE知多製造所（カコー） 愛知県 鋼管加工 12月

日清オイリオ（大希工業） 神奈川県 新設配管工事 12月

キャボットジャパン（日本汽力） 千葉県 定修工事 11月

JX根岸（岡本工業） 神奈川県 SDM配管工事 10月

旭化成川崎（レイズネクスト） 神奈川県 SDMデッキ更新工事 10月

丸善石油（ベイテック） 千葉川県 配管工事 10月

コスモ石油（べイテック） 千葉県 配管工事 9月

日鉄テックスエンジ（水島工業） 千葉県 メンテナンス工事 8月

JXエネオス川崎（岡本工業） 神奈川県 新設ライン配管工事 7月

苫小牧出光(旭テック） 北海道 SDM配管工事 7月

JXエネオス川崎（極東興業） 神奈川県 SDM配管工事 6月

丸善石油（山崎工業） 千葉県 SDM配管工事 6月

日鉄鋼構造 北九州 臨海道路製作工事 6月

住友化学（中央機工） 千葉県 SDM工事 5月

日産化学（岡本工業） 千葉県  クリーンルーム補修工事 3月

日本製鉄（DS産業） 千葉県 機械整備 2月

JX根岸（極東興業） 神奈川県 配管工事 1月

豊和工業株式会社　受注実績



＜令和１年度＞
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事・鉄骨溶接工事 常駐

日本製鉄（山九） 千葉県 機械メンテナンス・機器製作工事 常駐

日本製鉄（産業振興） 千葉県 メトロデッキ製作工事 常駐

富士電機千葉工場 千葉県 スクラバ幹管・枝管溶接工事 常駐

JFE東日本（スガテック） 千葉県 機械保全工事 常駐

三井 E&S造船（三昌工業） 千葉県 艤装木工工事 常駐

荏原製作所 千葉県 ポンプユニット配管工事 継続中

住友化学（ベイテック）） 千葉県 配管プレハブ工事 継続中

JX浮島(岡本工業） 神奈川県 川造KSP-2配管工事 継続中

JX浮島(岡本工業） 神奈川県 川造KSP-1配管工事 12月

旭化成(高尾） 千葉県 配管工事 12月

富士石油（ベイテック） 千葉県 新設配管工事 11月

富士電機 千葉県 D3炉配管補修変換工事 11月

勝浦漁業協同組合（高尾） 千葉県 砕氷施設整備工事 11月

ベイテック 千葉県 鶴見大学配管プレハブ工事 10月

JFE京浜（山﨑工業） 神奈川県 半自動溶接工事 10月

レイズネクスト千葉製作所 千葉県 半自動溶接工事 10月

WIND-SMILE（アイシー袖ケ浦） 千葉県 杭頭筋取付溶接工事 9月

JFE知多製作所(カコー） 愛知県 矢板溶接工事 8月

共栄環境 千葉県 馬舎建設 7月

JX根岸（極東興業）  神奈川県  配管工事  6月 

旭硝子(中央機工）  千葉県  配管工事  5月 

旭化成（高尾）  神奈川県  SDM配管工事  3月 

旭硝子（中央機工） 千葉県  SDM配管工事  2月 

JFE東日本（和興エンジ）  千葉県  配管工事  2月 

旭化成（新興プランテック）  神奈川県  MMA製造装置定修工事  1月 

日鉄鋼構造  福岡県  S4プロ中央桟橋製作工事・他  1月 

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 30 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事・鉄骨溶接工事 常駐

新日鐵住金（山九） 千葉県 原料工場整備・機器製作 常駐

JFE東日本（スガテック） 千葉県 各設備機械保全工事 常駐

新日鐵住金（産業振興）  千葉県  メトロデッキ製作工事 常駐

富士電機 千葉県 スクラバ幹管・枝管溶接工事 常駐

三井 E&S造船（三昌工業） 千葉県 艤装木工工事 常駐

日鉄住金鋼構造 福岡県 S4プロ中央桟橋製作工事・他 継続中

JFE知多製造所（カコー） 愛知県 鋼管矢板製作 継続中

旭硝子（中央機工） 千葉県 定修工事・新設工事 継続中

出光興産（生塩工業） 千葉県 配管工事 継続中

不二製油（山﨑工業） 千葉県 配管組立取付工事 継続中

住友化学（ベイテック） 千葉県 配管工事 12月

JXエネルギー根岸（極東興業） 神奈川県 配管工事 11月

三井石油（明和管工） 千葉県 配管工事 11月

旭化成（新興プランテック） 神奈川県 SDMデッキ更新工事 10月

日本触媒（ベイテック） 神奈川県 配管工事 9月

JXTGエネルギー川﨑（極東興業） 神奈川県 SDM配管工事 9月

JXTGエネルギー川﨑（ベイテック） 神奈川県 SDM配管工事 7月

昭和電工（ケイズテック） 神奈川県 リチュービング 6月

鹿島石油（三重機械鐵工） 茨城県 SDM工事 6月

住友化学（ベイテック） 千葉県 SDM配管工事  6月 

アデカ千葉工場（ベイテック） 千葉県  プラント新設工事  5月 

旭硝子（極東興業）  千葉県  SDM配管工事  5月 

千葉火力（中央機工）  千葉県  補修工事  4月 

京葉モノマー（山九メンテナンス S）  千葉県  保全工事  3月 

日産化学（岡本工業） 千葉県  SDM配管工事  2月 

鹿島火力発電所（天堂工業）  茨城県  新設配管工事  2月 

住友重機械プロセス機器  茨城県  ボイラー及び機器製作  1月 

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 29 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事・鉄骨溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 艤装木工 常駐

新日鐵住金（山九） 千葉県 原料工場整備 常駐

JFE東日本（カコー） 千葉県 鋼管杭製作工事 常駐

JFE東日本（スガテック） 千葉県 各設備機械工事 常駐

荏原製作所 千葉県 ポンプユニット配管工事 継続中

新日鐵住金（産業振興）  千葉県  メトロデッキ製作工事  継続中 

JFE知多製造所（カコー） 愛知県 鋼管杭製作工事 継続中

中川流域処理場（前田溶接） 東京都 配管製作取付工事 12月

新日鐵住金（協立工業） 千葉県 大径塗覆装鋼管強化工事 11月

JX日石根岸（極東興業） 神奈川県 配管工事 10月

日鉄住金鋼構造 北九州市
青海旅客ターミナルジャケット製作工
事

10月

山九メンテナンスセンター 千葉県 工場内製作工事 10月

旭化成川崎工場（高尾） 神奈川県 日本乳化剤配管工事 8月

京葉シーバース 千葉県 29年度鉄工補修工事 7月

三井石油千葉工場（ベイテック） 千葉県 SDM工事 7月

昭和電工川崎（朝日工業） 神奈川県 ボイラー補修工事 6月

富士石油（ベイテック） 千葉県 SDM配管工事 6月

富士石油構内（ベイテック） 千葉県 川崎重工発電所建設 5月

京葉シーバース 千葉県 建屋鉄工補修工事 4月

旭化成千葉工場（高尾） 千葉県 配管工事 4月

旭硝子千葉工場（極東興業） 千葉県 配管工事 3月

旭硝子千葉工場（中央機工） 千葉県 タンク内配管工事 1月

 

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 28 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵住金（山九） 千葉県 原料工場整備 常駐

JＦＥ東日本（カコー） 千葉県 スパイラル管溶接工事 継続中

メタルワン喜連川工場  栃木県 抗顕管製作   継続中

荏原製作所  千葉県  海外向けポンプユニット配管  継続中 

新日鐵住金（協立工業）  千葉県 大径塗覆装鋼管撤去工事  12月 

旭硝子千葉工場（中央機工） 千葉県 タンク配管工事  12月 

キャボットジャパン（日本汽力） 千葉県 SDM工事 11月 

東亜石油（ベイテック）  神奈川県  SDM配管工事  11月

JXエネルギー根岸（極東興業）  神奈川県 SDM配管工事  10月 

京葉シーバース  千葉県  28年度鉄工補修工事  10月

日石化学塩浜工場（極東興業）  神奈川県  SDM配管工事  9月 

日石化学千鳥工場（極東興業）  神奈川県  SDM配管工事  8月 

旭硝子鹿島工場（極東興業）  茨城県  SDM配管工事  7月 

コスモ石油（富士興業）  千葉県  日常メンテナンス工事 6月 

東燃ゼネラル川崎（ベイテック）  神奈川県 SDM配管工事 6月

東燃ゼネラル川崎（新興プランテック）   神奈川県  SDM配管工事  6月 

JNC石油化学（日本汽力）  千葉県  SDM配管工事 6月 

昭和電工（光和グロウス）  神奈川県  ダクト補修工事  4月

東燃ゼネラル石油千葉工場（ベイテック） 千葉県 アロマ回収装置建設工事 4月

JX日石根岸（極東興業） 神奈川県 タンク補修工事 4月

世田谷清掃工場（三進工業）  東京都  定期点検工事 2月

新日鐵住金（産業振興） 千葉県 メトロデッキ製作工事 1月

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 27 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵住金（山九） 千葉県 原料工場整備 常駐

JＦＥ東日本（カコー） 千葉県 スパイラル管溶接工事 継続中

新日鐵住金（産業振興） 千葉県 メトロデッキ製作工事 継続中

メタルワン喜連川工場 栃木県 抗顕管製作 継続中

東燃ゼネラル石油（ベイテック） 千葉県 アロマ回収装置建設工事 継続中

京葉シーバース 千葉県 27年度鉄工補修工事 12月

日鉄住金鋼構造 北九州市 S3プロジャケット製作工事･他 12月

JＦＥ東日本（旭興産） 千葉県 タンク天板撤去工事（2基） 11月

エム･エム･ブリッジ 千葉県 橋梁溶接工事 10月

三井石油（旭興産） 千葉県 ＳＤＭ工事 8月

住友化学（ベイテック） 千葉県 京葉エチレン事業再構築工事 6月

丸善石油（ベイテック） 千葉県 プラント再構築配管工事 6月

山九メンテナンスセンター 千葉県 タンク製作 6月

丸善石油（ベイテック） 千葉県 内作･配管取付 5月

出光興産（極東興業） 千葉県 ＳＤＭ配管工事 5月

昭和電工（光和グロウス） 神奈川県 ボイラーチューブ溶接工事 5月

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 橋梁溶接工事 3月

ＪＦＥ東日本（布川産業） 千葉県 リキッドコンデンサー架構設置 3月

ＪＦＥ京浜（スガテック） 神奈川県 ＢＣ休風工事 3月

荏原製作所 千葉県 海外向けポンプユニット配管 3月

旭硝子（極東興業） 千葉県 新設配管工事 2月

世田谷清掃工場（三進工業） 東京都 定修工事 2月

   

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 26 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵住金（山九） 千葉県 原料工場保全工事 常駐

JＦＥ東日本（カコー） 千葉県 スパイラル管溶接工事 継続中

新日鐵住金（産業振興） 千葉県 メトロデッキ製作工事 継続中

メタルワン喜連川工場 栃木県 抗顕管製作 継続中

旭硝子（極東興業） 千葉県 新設配管工事 継続中

JＦＥ東日本（布川産業） 千葉県 リキテッドコンデンサー架構製作設置 継続中

JＦＥ東日本（布川産業） 千葉県 TK-01安水タンク部分更新工事 12月

森組（テスコム） 愛知県 本前サイホン工事 12月

東京工業大学（荏原製作所） 千葉県 機器・据付工事 12月

セントラル硝子（松井工業） 神奈川県 配管工事 12月

JX日石本牧（極東興業） 神奈川県 2014年 SD工事 10月

東燃ゼネラル（極東興業） 神奈川県 2014年 200号地 TA工事 9月

出光千葉製油所（生塩工業） 千葉県 BTX配管工事 9月

住友化学姉崎（ベイテック） 千葉県 配管・サポート補修 8月

出光千葉製油所（生塩工業） 千葉県 出光 BTX配管工事 8月

鹿島石油（岡本工業） 茨城県 2014年 SD工事 6月

千葉火力（中央機工） 千葉県 配管工事･他工事 7月

JX日石室蘭（極東石油） 北海道 2014年 SD工事 6月

住友化学袖ヶ浦（山九） 千葉県 2014年 COX　SDM機器開放点検 6月

遠東石塚（東洋紡エンジ） 茨城県 配管プレハブ・取付工事 5月

山九メンテナンスセンター 千葉県 タンク等製作工事 5月

遠東石塚（東洋紡エンジ） 茨城県 SSP反応塔現地組立工事 4月

世田谷清掃工場（三進工業） 東京都 配管工事 3月

極東石油（ベイテック） 千葉県 タンクヤード配管工事 2月

 

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 25 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵住金（山九） 千葉県 高炉整備 常駐

JＦＥ東日本（カコー） 千葉県 スパイラル管溶接工事 継続中

新日鐵住金（産業振興） 千葉県 メトロデッキ製作工事 継続中

メタルワン喜連川工場 栃木県 抗顕管製作 継続中

極東石油（ベイテック） 千葉県 タンクヤード配管更新工事 継続中

東部幹線水路（テスコム） 愛知県 水路高松サイホン改築工事 12月

JＦＥ東日本（布川産業） 千葉県 安全対策工事 12月

JX日鉱日石浮島（新興プランテック） 千葉県 架構改造取付工事 10月

日本製粉（小島建設工業） 千葉県 原料サイロ増設工事 9月

住友化学（ベイテック） 千葉県 配管取付工事 9月

和名ヶ谷クリーンセンター（三進工業） 千葉県 配管取付工事 8月

山九メンテナンスセンター 千葉県 山九メンテナンスセンターに出向 8月

日揮プラントイノベーション 千葉県 住友化学姉崎 TOP操作フロア設置 8月

コスモ石油（ベイテック） 千葉県 ZD/BX500m撤去更新工事 7月

富士石油（ベイテック） 千葉県 SDM配管工事 6月

富士石油（岡本工業） 千葉県 SDM全般 6月

JFE鋼管（山九） 千葉県 機器撤去･据付、配管工事 6月

東京都水道局砂町浄水場 東京都 ５号作業所新設配管工事 5月

JX日鉱日石室蘭 北海道 ＳＤＭ配管工事 5月

極東石油（生塩工業） 千葉県 配管工事 4月

富士電機 千葉県 熱交製作工事 4月

JFE鋼管（山九） 千葉県 架台及歩廊製作設置 3月

旭硝子（日立プラントコンストラクション） 千葉県 SDM配管工事 3月

幕張クリーンセンター（三進工業） 千葉県 配管取付工事 2月

日鉄トピーブリッジ 北九州市 SIプロジェクト大ブロック溶接工事 1月

中央道（川口工業） 山梨県 笹子トンネル天井板撤去工事 1月

日揮プラントソリューション 千葉県 住友化学整備架台補修工事 1月

豊和工業株式会社　受注実績



 ＜平成 24 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

日鉄トピーブリッジ 福岡県 海洋構造物溶接工事 継続中

新日鐵住金（ジオスター） 千葉県 スパイラル管溶接工事 継続中

新日鐵住金（山九） 千葉県 油脂配管工事 12月

ＪＸ日鉱日石（極東興業） 神奈川県 ＳＤＭ配管工事 11月

ＪＦＥ東日本（布川産業） 千葉県 Ｂガス増熱ＬＤガス配管工事 10月

東北リコー（小野興業） 宮城県 トナー製造ライン増設配管工事 10月

東京鐵骨橋梁 山口県 鉄骨溶接工事 10月

三井石油（旭興産） 千葉県 配管工事 7月

東京鐵骨橋梁 茨城県 鉄骨溶接工事 7月

神戸製鋼所（山九プラント） 兵庫県 高炉ステージ取替え工事 7月

日本カーボン・メルセン 東京都 コンデンサーシェル他 6月

東燃ゼネラル石油（三進工業） 神奈川県 ３００号地ＳＤＭ工事 6月

ＫＨネオケム（日立プラント） 千葉県 ２４年度ＳＤＭ機器開放点検 6月

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 ＪＦＥ倉敷ガスホルダー製作 6月

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 住金鹿島ガスホルダー製作 5月

住友金属鹿島（山九プラント） 茨城県 高炉ステーブ取替え工事 5月

新日鐵化学（山九） 千葉県 2ＣＤＱ年修工事 5月

東洋合成（生塩工業） 茨城県 配管工事 5月

東燃ゼネラル石油（三進工業） 神奈川県 4００号地ＳＤＭ工事 5月

新日鐵君津（山九プラント） 千葉県 Ｃ２Ｒ改修溶接工事 4月

出光興産（生塩工業） 千葉県 ＳＤＭ配管工事 4月

富士フィルム（ホダカ物産） 熊本県 加熱器ケーシング製作 3月

出光バルクターミナル（山九海陸） 千葉県 ホッパー補強工事他 2月

丸善石化（山九メンテナンスセンター） 千葉県 ＡＫ復旧工事 2月

日本カーボン・メルセン 東京都 ジルコニウム加工 2月

田町排水処理場（三進工業） 東京都 塩ビ配管工事 1月

神立資源リサイクルセンター（広伸プラント） 茨城県 塩ビ配管工事 1月

京葉シーバース 千葉県 ２３年度鉄構補修工事 1月

豊和工業株式会社　受注実績



 ＜平成 23 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

駒井ハルテック 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵君津（山九） 千葉県 高炉整備 常駐

京葉ブランキング工業 千葉県 ガスホルダー側板溶接工事 12月

国分寺市清掃センター（日本汽力） 東京都 補修工事 12月

大陽日酸（三進工業） 神奈川県 CE外部配管工事 11月

日石根岸（山九千葉） 神奈川県 スキャロップ取替工事 11月

キャボットジャパン（日本汽力） 千葉県 SDMポンプ更新及配管工事 11月

丸善石油（山九千葉） 千葉県 デッキ張替工事 10月

東燃ゼネラル（三進工業） 神奈川県 東燃 TA工事 10月

住友化学袖 1（ベイテック） 千葉県 SDM配管工事 10月

荏原環境ﾌﾟﾗﾝﾄ(ﾌｼﾞﾀ技研) 千葉県 福増ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ減温塔工事 10月

コスモ石油（中央機工） 千葉県 配管工事 8月

ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ（日本ｴｺ電力） 東京都 バイオマス発電ユニット製作 8月

千葉火力（中央機工） 千葉県 配管工事 8月

日本触媒浮島（三進工業） 神奈川県 SDM配管工事 7月

川崎リサイクルパーク（生塩工業） 神奈川県 配管取付工事 7月

三井石油化学（三進工業） 千葉県 SDM工事 7月

三菱化学鹿島工場 茨城県 SDM配管工事 7月

日大薬学部（大成設備） 東京都 排水処理設備整備工事 6月

チッソ（日本汽力） 千葉県 SDM配管工事 6月

東邦化学 千葉県 スチーム配管工事 5月

出光興産（ベイテック） 千葉県 SDM配管工事 5月

日本鋳造(特殊電極） 神奈川県 鋳鋼品肉盛溶接 4月

出光バルクターミナル（山九海陸） 千葉県 落炭板及真空配管工事 3月

富士電機千葉テック 千葉県 熱交換器管束製作工事 3月

富士フィルム（ホダカ物産） 熊本県 ヒーターケーシング製作 2月

横須賀海上自衛隊（日本汽力） 神奈川県 潜水医学実験設備 1月

都市整備局（テスコム） 東京都 豊洲富士見橋配管溶接工事 1月

豊和工業株式会社　受注実績



 ＜平成 22 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称

駒井鉄工 千葉県 橋梁溶接工事

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事

新日鐵君津（山九） 千葉県 高炉整備

JFEスチール（カコー） 千葉県 矢板加工

大阪チタニウム(広伸プラント） 大阪府 岸和田製造所配管工事

荏原エンジニアリングサービス 千葉県 汚泥掻寄機更新工事

協和発酵ケミカル 千葉県 歩廊製作設置

住友化学袖ヶ浦（山九） 千葉県 2R-21C内部金物製作

旭化成ケミカルズ 千葉県 ポリマー二重管改修工事

大阪チタニウム(広伸プラント） 兵庫県 尼崎製造所配管工事

東燃川崎（ベイテック） 神奈川県 配管工事

協和発酵（日立プラント） 千葉県 2010定期整備工事

協和発酵ケミカル 千葉県 MD4缶出ライン SDM

協和発酵ケミカル 千葉県 HWライン SUS化

東邦化学工業 千葉県 SDM配管改造工事

吉野石膏（山九） 千葉県 SDM工事

三菱重工鉄構エンジニアリング 千葉県 橋梁部品製作

旭硝子（明和管工） 千葉県 SDM工事

東燃川崎（ベイテック） 神奈川県 配管工事

中央雨水ポンプ場（日東工業） 千葉県 配管工事

和泉工業 東京都 羽村市堰水管更新工事

JFE商事 千葉県 万力ケース製作

　

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 21 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井鉄工 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵君津（山九） 千葉県 高炉整備 常駐

京葉シーバース 千葉県 21年度鉄工補修工事 12月

日油川崎事業所（東芝プラント） 神奈川県 KC-６建設配管工事 10月

協和発酵ケミカル 千葉県 ラダー設置工事 10月

JFEケミカル（JFE商事） 千葉県 ドライルーム設置 10月

東邦化学 千葉県 67口系配管工事 10月

吉野石膏（山九） 千葉県 第一工場 SDM 9月

日鉄ブリッジ 北九州市 橋梁溶接工事 9月

旭硝子（明和管工） 千葉県 SDM工事 8月

羽田空港(日鉄ブリッジ） 北九州市 上部ジャケット溶接工事 7月

サントリー白州（ベイテック） 山梨県 配管取付工事 6月

富士石油袖ヶ浦（ベイテック） 千葉県 SDM配管工事 6月

協和発酵ケミカル 千葉県 SUS配管工事 6月

協和発酵ケミカル(日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ） 千葉県 21年度 SDM工事 6月

出光興産(生塩工業） 千葉県 SDM工事 5月

旭化成 千葉県 押出機用二重管製作 5月

羽田空港（新日鉄エンジニアリング） 千葉県 下部ジャケット溶接工事 5月

極東石油（生塩工業） 千葉県 SDM工事 3月

昭和電工（山九プラント） 神奈川県 熱交ケーシング製作 3月

トーヨーテクニカ（昇光業） 神奈川県 セル溶接工事 3月

濱田重工 千葉県 ディズニー、メンテ常駐 3月

三井化学（西日本プラント工業） 千葉県 新規プラント建設 2月

東電袖ヶ浦（川向工業） 千葉県 配管工事 1月

　

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 20 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井鉄工 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵君津（山九） 千葉県 高炉整備 常駐

高浜原発（ヨシザワＬＡ） 千葉県 カメラＢＯＸ製作 12月

日本ファインセラミック（プリス） 千葉県 スプレードライヤ製作 11月

電気化学（山九プラント） 千葉県 タワートレイ改修工事 11月

旭化成（積水アクアシステム） 神奈川県 ダクト製作 10月

西部石油（ベイテック） 山口県 SDM配管工事 9月

旭硝子（明和管工） 千葉県 SDM配管工事 9月

日本触媒千鳥（新興ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ） 神奈川県 プラットホーム更新他 9月

北海道石油開発（広伸プラント） 北海道 ガス配管工事 8月

協和発酵ケミカル 千葉県 千葉工場スクリュー製作 7月

チッソ石油（サンワ工事） 千葉県 SDM工事 6月

埼玉県庁（和泉工業） 埼玉県 上尾水管補修 6月

丸善石油化学（山陽工業） 千葉県 熱交リチューブ 6月

エコシステム（三井造船/環境） 千葉県 産廃焼却設備部品製作、取付 6月

丸善石油化学（旭テック） 千葉県 SDM工事他 6月

コスモ石油（東日本エンジ） 千葉県 SDM配管工事 6月

東燃川崎（新興プランテック） 神奈川県 SDM配管工事 6月

宇部興産（三成建設） 千葉県 構内配管他 6月

東燃川崎（ベイテック） 神奈川県 パイプライン補修他 5月

協和発酵ケミカル 千葉県 設備補修他 5月

出光石油化学（生塩工業） 千葉県 出光石油 SDM 4月

ジャパン・エナジー（岡本工業） 愛知県 ２ PX-D-201A/B補修 3月

いすみ市（サンワ工事） 千葉県 抽出装置補修工事 2月

電源開発（日揮工事） 神奈川県 角丸レデューサー製作 2月

ニッセーデリカ（菱熱工業） 千葉県 高圧洗浄水配管 2月

紀州製紙（三進工業） 和歌山県 バイオマス建設工事 2月

住友化学袖 1（天尾建設） 千葉県 CBL配管工事 1月

 

豊和工業株式会社　受注実績



＜平成 19 年度＞

需要先（敬称略） 納入地 工事名称 竣工月

駒井鉄工 千葉県 橋梁溶接工事 常駐

三井造船（三昌工業） 千葉県 鋼船組立及溶接工事 常駐

新日鐵君津（山九） 千葉県 高炉整備 常駐

JFEスチール京浜（JFEメカニカル） 神奈川 焼結安全対策工事 12月

住友化学袖 1（山九） 千葉県 シェル補修工事 10月

大日本インキ（新興プランテック） 千葉県 440ｍ３ ｺｰﾝﾙｰﾌﾀﾝｸ製作据付 10月

電気化学工業青海（アジアプラント） 新潟県 SDM配管工事 10月

東燃化学川崎（アジアプラント） 神奈川県 ボイラー更新工事 9月

住友化学袖 1（旭テック） 千葉県 SDM配管工事 9月

住友化学姉崎（ベイテック） 千葉県 SDM配管工事 9月

新日鐡室蘭（広伸プラント） 北海道 PCB配管工事 9月

富士石油袖ヶ浦（鹿島建設） 千葉県 第二 FCC建設工事 9月

東日本精糖（常世田技術） 千葉県 SDM配管工事 8月

三井化学茂原（山陽工業） 千葉県 SDM配管工事 8月

三井化学茂原（山陽工業） 千葉県 排水蒸気配管工事 8月

鹿島石油（日揮工事） 茨城県 RIPE-X配管工事 8月

鹿島石油（日揮工事） 茨城県 加熱炉バーナー廻り配管工事 8月

日本冶金（三栄工業） 神奈川県 煙突新設工事 7月

宇部興産（三成建設） 千葉県 配管工事 7月

協和発酵（日立プラント、テック） 千葉県 07年定修工事 6月

広栄化学（住友ケミカル ENG） 千葉県 ポンプ廻り配管工事 6月

日清オイリオ（藤崎エンジ） 神奈川県 精製装置配管工事 5月

鹿島石油（日揮工事） 千葉県 配管サポート製作 3月

花王川崎工場（生塩工業） 神奈川県 能力増強配管工事 3月

秋田中央道路（三進工業） 秋田県 集塵機設置工事 2月

酒田クリーンセンター（三進工業） 山形県 PCB分解装置配管工事 2月

三河島ポンプ場（サンワ工事） 東京都 配管工事 2月

京葉シーバース 千葉県 18年度保全鉄工工事 2月

丸善石油（サンワ工事） 千葉県 配管工事 1月

豊和工業株式会社　受注実績




