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1979 年 ﾀﾝｻﾞﾆｱ 訓練ｾﾝﾀｰ  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｱﾙ ｼﾞｭﾍﾞｰﾙ変電所  

 ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ ｱﾙ ｱｲﾝ火力発電所  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾊﾞﾀﾝｶﾞｽ火力発電所  

 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ﾀｻｼﾞｪﾛ火力発電所  

 ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ 火力発電所  

    

1980 年 南ｲｴﾒﾝ ｱﾙ ﾏｳﾝｿｰﾗ火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ﾄｭｰﾗ #5 火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ﾘｵ ﾌﾞﾗﾎﾞ#3 火力発電所  

 ﾁﾘ ﾄｺﾋﾟﾔ #13 火力発電所  

 ﾀﾝｻﾞﾆｱ 火力発電所  

 ﾘﾋﾞｱ ﾒﾘﾀ火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ﾘﾍﾞﾀｰﾄﾞ火力発電所  

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 硫酸ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ M.E.A ｶﾞｽ精製ﾌﾟﾗﾝﾄ  

    

1981 年 ﾄﾞﾊﾞｲ #2 火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ｻﾝﾙｲｽ火力発電所  

 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾊﾞﾝﾊﾞﾘｰ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾎﾟｰﾄｸﾗﾝ火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｼﾞｪｯﾀﾞ火力発電所  

 中国 澳門#3 火力発電所  

 ｼﾘｱ 南火力発電所  

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｺﾍﾟﾈ火力発電所  

 ｵﾗﾝﾀﾞ ｱﾙﾊﾞ島火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ｶﾙﾎﾞﾝ#2 火力発電所  

 ｲﾗｸ ｱﾙ ﾏﾀﾞｲﾝ火力発電所  

 ｲﾗｸ ｱﾙ ﾑｻｲﾊﾞ火力発電所  

    

1982 年 ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ ｳﾑ ｱﾙ ﾅｰﾙ火力発電所  

 ﾊﾞｰﾚｰﾝ 変電所  

 ﾄﾞﾐﾆｶ 発電所  

 ｲﾝﾄﾞ 製紙工場回収ﾎﾞｲﾗｰ  

 ﾄﾞﾊﾞｲ ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ及び造水ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾁｭﾆｼﾞｱ ﾗﾃﾞｽ火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾏｯｶ ﾀｲﾌ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｴｼﾞﾌﾟﾄ ﾀﾞﾏﾝﾌｰﾙ火力発電所  

    

1983 年 ﾄﾞﾐﾆｶ ﾛｽﾐﾅ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾋﾞﾝﾀﾝ島 ｱﾙﾐﾅﾌﾟﾗﾝﾄ  

 香港 ﾗﾏ島#4,5 火力発電所  
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 ｸｳｪｰﾄ ｼｭｱｲﾊﾞ北火力発電所 屋内開閉所  

 ﾒｷｼｺ ﾐｶｰﾚ変電所  

 ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ・ﾄﾊﾞｺ ｱﾝﾓﾆｱﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾊﾝｶﾞﾘｰ ﾆﾈｯｸｽ火力発電所  

 ｸｳｪｰﾄ ｱｽﾞ ｽﾞｰﾙ南火力発電所  

    

1984 年 ﾁﾘ ﾄｺﾋﾟﾔ#14 火力発電所  

 ﾖﾙﾀﾞﾝ ｱｶﾊﾞ#1,2 火力発電所  

 ｸｳｪｰﾄ ｱｽﾞ ｽﾞｰﾙ 南造水ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾊﾟｶ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ｱｾｱﾝ尿素ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾀｲ ﾋｱﾝｾﾝ火力発電所  

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ｸﾞｯﾄﾞｳ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｷﾞﾘｼｬ ﾐﾛｽ島 火力発電所  

    

1985 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾘﾔﾄﾞ変電所  

 ｼﾘｱ ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ火力発電所  

 ﾄﾞﾊﾞｲ 火力発電所  

 ｿ連 ﾁｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ｲｷﾞﾘｽ ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞ ﾊﾞｽ修理工場  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｻｳｽ ﾎﾌｧﾌ変電所  

 ｻﾓｱ ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ  

 ｼﾘｱ ﾊﾞﾆｱｽ火力発電所  

 ﾌｨｼﾞｰ島 製材工場  

 ﾁｭﾆｼﾞｱ ｶｾﾘｰﾇ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 中国 大連火力発電所  

 中国 福州火力発電所  

 中国 南通火力発電所  

 中国 石家庄火力発電所  

 中国 厦門火力発電所  

 中国 寮河火力発電所  

 ﾁﾘ 硫酸ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ｲﾗｸ 石油採取ﾌﾟﾗﾝﾄ  

    

1986 年 ﾁﾘ ﾒﾋｼﾞｮｳﾈｽ火力発電所  

 ｵﾏｰﾝ ｶﾎﾞｽ変電所  

 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 排煙脱硫装置架構  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｱﾙ ﾊｯｻ変電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 石油ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ基地  

 台湾 ｺﾞﾐ焼却工場  

 ｸｳｪｰﾄ ｼｭｴｲｸ変電所  

 ｱﾒﾘｶ 排煙脱硫装置架構  
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 中国 石洞口火力発電所  

    

1987 年 ﾀｲ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製造ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 中国 珞黄火力発電所  

 ﾀｲ ｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ｺﾄｱﾄﾞｳ火力発電所  

 ｲﾗﾝ ｷﾞﾗﾝ火力発電所  

 ｶﾅﾀﾞ 排煙脱硫装置架構  

 ｲﾝﾄﾞ ｱﾝﾊﾟﾗ火力発電所  

 ﾉﾙｳｪｰ ｸﾗﾌﾄﾊﾟｰｸ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ ﾈｯﾊﾟ火力発電所  

 ﾄﾞﾐﾆｶ ﾈｵ ﾊｲﾅ火力発電所  

 ﾄﾙｺ ｱﾝﾊﾞﾙﾋﾞ火力発電所  

 ﾊﾜｲ ﾍﾙｶﾍ火力発電所  

 ﾊﾞｰﾚｰﾝ ｱﾙﾊﾞ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾊﾞｲﾄﾝ火力発電所  

    

1988 年 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ 肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 台湾 排煙脱硫装置架構  

 ｴｼﾞﾌﾟﾄ ﾏｼｭｰﾄ火力発電所  

 ﾃﾞﾝﾏｰｸ 排煙脱硫装置架構  

 ｴｼﾞﾌﾟﾄ ﾀﾞﾐｴｯﾀ火力発電所  

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｾﾗﾔ火力発電所  

 中国 北崙港火力発電所  

 ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ 排煙脱硫装置架構  

 ﾏﾚｰｼｱ ｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ｱﾒﾘｶ 排煙脱硫装置架構  

    

1989 年 香港 ﾗﾏ島#6 排煙脱硫装置架構  

 ｲﾗｸ 石油採取ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ｲﾗﾝ ｶﾃﾞﾗﾝ火力発電所  

 ｲﾗﾝ ｺﾑ火力発電所  

 中国 薬品製造ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾒｷｼｺ ﾄｸｽﾊﾟﾝ火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ｶﾙﾃﾞﾅｽ火力発電所  

 ﾀｲ ﾅﾝﾎﾞﾝ火力発電所  

 ｲﾀﾘｱ 排煙脱硫装置架構  

 台湾 灰焼却ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ｲﾗｸ ｱﾙｰｽﾞﾍﾞﾔｰ火力発電所  

 ﾁﾘ 硫酸ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾊﾞﾀﾝｶﾞｽ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ｱｯｻﾑ火力発電所  
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1990 年 ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ ﾀｳｨｰﾗ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製造工場  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾔﾝﾌﾞｰ#3 火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ｶﾙﾎﾞ#5,6 火力発電所  

 ｱﾙｼﾞｪﾘｱ 天然ｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾏｼﾝﾛｯｸ火力発電所  

 中国 深川火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ｶﾞﾝﾀﾞｰﾗ火力発電所  

 ﾄﾙｺ ｴﾙﾃﾞﾐｰﾙ火力発電所  

    

1991 年 ｲﾗﾝ ﾃﾍﾗﾝ火力発電所  

 ﾎﾞﾘﾋﾞｱ ﾌﾟｴﾙﾄ・ｽｱﾚｽ火力発電所  

 中国 内蒙古肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾀﾝｼﾞｭﾝ ﾌﾟﾘｵｸ火力発電所  

 ﾓﾝｺﾞﾙ ｴﾙﾃﾞﾈｯﾄ銅山  

 ｶﾀｰﾙ ﾄﾞｰﾊ火力発電所  

 ｼﾘｱ ｼﾞｬﾝﾀﾞｰﾙ火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾗﾋﾞ火力発電所  

 中国 渭河肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ  

    

1992 年 ﾁﾘ ﾒﾋｼﾞｮｰﾈｽ火力発電所  

 ﾀｲ ｱｵﾊﾟｲ火力発電所  

 ｼﾘｱ ｱﾙﾗｼﾞ火力発電所  

 ｶﾀｰﾙ 肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾀｲ ﾏｴﾓ火力発電所 排煙脱硫設備ｴﾘｱ  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｽﾗﾗﾔ火力発電所 ﾎﾞｲﾗｴﾘｱ  

 ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ ﾏﾃﾞｨﾅｯﾄ他 変電所 2 か所  

 台湾 高雄火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｱﾙ ｺﾊﾞｰﾙ火力発電所  

 ﾁﾘ ｸﾞｱｺﾙﾀﾞ火力発電所  

 ｽﾍﾟｲﾝ ｱﾙｶﾃﾞﾗ火力発電所  

 ｵﾏｰﾝ ｸﾞｭﾌﾞﾗ火力発電所  

 ﾀｲ ﾏﾌﾟﾀﾌﾟｯﾄ火力発電所  

 ﾀｲ ｻｳｽﾊﾞﾝｺｯｸ火力発電所  

 ｼﾘｱ ｻｳｽﾀﾞﾏｽｶｽ火力発電所  

 住友化学 千葉工場  

 宇部興産 宇部ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ  

 興人 富士工場  

 出光興産 北海道製油所  

 出光興産 沖縄製油所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｲﾝﾄﾞﾗﾖﾝ火力発電所  
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 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾛｰﾔﾙｺﾐｯｼｮﾝ ﾔﾝﾌﾞｰ火力発電所  

 興亜石油 大阪製油所  

 日揮 中国茂名石油  

 台湾 中国人造繊維  

 日揮 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ  

 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ 岩手工場  

 ﾁﾘ ﾆｭｰﾄｺﾋﾟﾗ火力発電所  

 日本こん菜 美幌  

 十條板紙 東京工場  

 三菱商事 茨城  

 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 栃木工場  

 三興製紙 祖父江工場  

 ｲﾝﾄﾞ TNPL 火力発電所  

 ｶﾅﾀﾞ ﾄﾞﾙﾀｰ火力発電所  

 ｽﾍﾟｲﾝ ﾏﾛﾘｶ火力発電所  

 ｺｽﾓ石油 千葉製油所  

 三菱化成 四日市工場  

 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ 横瀬工場  

 沖縄電力 金武火力発電所  

    

1993 年 ﾏﾚｰｼｱ ﾎﾟｰﾄｸﾗﾝⅢ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｽﾗﾗﾔ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾊﾟｶ火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｼｮｱｲﾊﾞ火力発電所  

 ｶﾀｰﾙ ﾗｽｱﾌﾞﾌｫﾝﾀｽ火力発電所  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾏｼﾝﾛｯｸ火力発電所  

 中国 珠海火力発電所  

 ﾀｲ ｻｳｽﾊﾞﾝｺｯｸ火力発電所  

 ﾀｲ ﾜﾝﾉｲｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾀｲ ﾉﾝﾁｪｯｸ火力発電所  

 ﾀｲ ｻｲﾉｲ火力発電所  

 ｴｼﾞﾌﾟﾄ ｴﾙ ｸﾚｲﾏﾄ火力発電所  

 ﾄﾙｺ ﾊﾟﾙｻ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｲﾗﾝ ｺﾞﾑ火力発電所  

 ﾄﾞﾊﾞｲ Ｅｽﾃｰｼｮﾝ  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾊﾞﾀﾝ原子力発電所 火力転換工事  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｱｼｭｼｭｶｲｶ火力発電所  

 ｼﾘｱ 時期 600MW ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ F/S  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾊﾟｽﾗﾝ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｼﾘｱ ｱﾚｯﾎﾟ#1-4 火力発電所  

 極東石油 極東石油工場  

 ｺｽﾓ石油 堺精油所  
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 台湾 后里火力発電所  

 神戸製鋼 加古川製鋼所  

 ﾁｭﾆｼﾞｱ ﾗﾃﾞｽ火力発電所  

 台湾 長春人造大発  

 台湾 大園火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｼｮｱｲﾊﾞⅡ火力発電所  

 日清製油 磯子工場  

 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ﾊﾟｲﾊﾟ火力発電所 4 号機  

 ﾁﾘ ｸﾞｱｺﾙﾀﾞ火力発電所  

 住友金属工業 鹿島工場  

 台湾 長春人造新竹  

 出光興産 千葉製油所  

 宇部興産 千葉工場  

 旭化成工業 川崎工場  

 日本石油 根岸精油所  

 三菱石油 水島精油所  

 ﾖﾙﾀﾞﾝ ｱｶﾊﾞ火力発電所  

 興亜石油 麻里布製油所  

 塩見石油 明野工場  

 昭和石油 四日市精油所  

 九州石油 大分精油所  

 群馬県 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ  

 丸住製紙 川之江工場  

 ﾎﾟﾘﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 富士工場  

 ﾏﾚｰｼｱ TNB 火力発電所  

    

1994 年 ｼﾘｱ ｱﾚｯﾎﾟ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾊﾟｲﾄﾝ火力発電所  

 台湾 FP-1 火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 北ｽﾏﾄﾗ火力発電所  

 ﾚﾊﾞﾉﾝ ﾍﾞｯﾀﾞﾜｲ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ﾋﾞｼｬｶﾊﾟﾄﾅﾝ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｶﾘﾏﾝﾀﾝｾﾒﾝﾄ工場  

 ｺｽﾀﾘｶ ﾐﾗﾊﾟﾚｽⅡ 地熱発電所  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾏｳﾝﾄｱﾎﾟ地熱発電所  

 ﾁｭﾆｼﾞｱ ﾋﾞｱﾑﾁｪﾝｶﾞ発電所  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｽｱﾙ#1,2 火力発電所  

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ｱｴｽﾗﾙﾋﾟｱ火力発電所  

 中国 揚州火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾊﾟｲﾄﾝ#7,8 火力発電所  

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｽ#1,2 火力発電所  

 中国 北侖港#3,4 火力発電  
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 ﾚﾊﾞﾉﾝ ﾍﾞｯﾀﾞﾜｲｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ﾋﾞｻﾞ火力発電所  

 ﾀｲ ﾌﾞﾘﾃｨｼｭｶﾞﾝ火力発電所  

 台湾 花漣火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｼﾗｷｬｯﾌﾟ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ｺﾙﾊﾞ#5,6 火力発電所 IPP  

 中国 山東省 HEZE#1,2 火力発電所  

 中国 山東省 LAI CHENG #1,2 火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｶﾞｽﾞﾗﾝ火力発電所  

 ﾒｷｼｺ MERIDAⅡｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾍﾟﾙﾘｽ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾁﾘ CMPC 回収ﾎﾞｲﾗｰ  

 三菱石油/東北石油 仙台製油所  

 ｶﾅﾀﾞ SCDQ ﾊﾞｰｸﾎﾞｲﾗｰ火力発電所  

 韓国 そう龍火力発電所  

 ﾁﾘ ｴﾃﾞﾙﾉｱﾒﾋｼﾞｭｰﾈｽ#2 火力発電所  

 鐘淵化学 高砂工場  

 台湾 安峰鋼鉄  

 日本ｾﾒﾝﾄ 佐伯工場  

 日本ｾﾒﾝﾄ 埼玉工場  

 ﾄﾞﾊﾞｲ E 及び G ｽﾃｰｼｮﾝ  

 ｺｽﾓ石油 千葉製油所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾑｼﾌﾟﾙﾌﾟ火力発電所  

 和歌山 海南製油所  

 出光興産 千葉製油所 ｱｽﾌｧﾙﾄ焚  

 ﾁｯｿ石油 五井製油所  

 ﾀｲ TEC/TPI 火力発電所  

 台湾 台中火力発電所  

 台湾 ｲｴﾛﾝ火力発電所  

 台湾 CPC 火力発電所  

    

1995 年 ﾀｲ ﾜﾝﾉｲ PHASE-Ⅱ火力発電所  

 ﾄﾞﾊﾞｲ H ｽﾃｰｼｮﾝ  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｼﾞｬﾜ島 原子力発電所  

 ﾀｲ ﾗﾌﾞﾘ火力発電所  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｰﾐｰ火力発電所  

 中国 陽城#1-6 火力発電所  

 中国 三河#1,2 火力発電所  

 中国 河津#1,2 火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｷﾞｬｽﾞﾗﾝ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ﾏﾝｶﾞﾛｰｽﾞ#1-4 火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ﾊﾞｲｻﾞｯｸ火力発電所  
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 ｲﾝﾄﾞ ｶﾔﾑｸﾗﾑｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾁﾘ ﾎﾟﾙﾊﾟｲｺ火力発電所  

 ﾄﾞﾊﾞｲ ﾃﾞﾜｱｳｨ火力発電所  

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ｱｴｽﾗﾙﾋﾟｱ#2 火力発電所  

 ﾀｲ ｴﾝﾛﾝ火力発電所 IPP  

 沖縄電力 金武火力#1,2 火力発電所  

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ﾄﾗｸﾃﾍﾞﾙ火力発電所  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾊﾟﾗﾜﾝ火力発電所  

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ﾙﾊﾞﾘ火力発電所  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ FGH ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾀｲ EGAT 火力発電所 IPP  

 ﾀｲ ﾗﾁｬﾌﾞﾘ#1,2 火力発電所  

 ﾀｲ ﾜﾝﾉｲⅡ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ﾋﾞﾅ火力発電所  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｰﾐｰⅡ火力発電所  

 台湾 ﾁｬﾌｨｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 台湾 利澤#1,2 火力発電所  

 ﾀｲ ﾏﾌﾟﾀﾋｭｰﾄ火力発電所  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾊｰﾗｲ火力発電所  

 ﾊﾟｷｽﾀﾝ ｹﾁﾊﾞﾝﾀﾞｰ火力発電所  

 中国 宝山#3 火力発電所  

 ﾀｲ 火力発電所 IPP  

 日本石油 根岸精油所 発電設備 

 昭和産業 鹿島工場 発電設備 

 ﾁﾘ ﾚﾝｶ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 出光興産 愛知精油所 発電設備 

 旭化成 延岡工場 発電設備 

 興亜石油 大阪精油所 発電設備 

 台湾 CPCD  

 東燃石油 和歌山精油所 発電設備 

 鹿島北共同発電 #5 火力発電所 発電設備 

 興亜石油 麻里布 IGCC  

 日本ｾﾒﾝﾄ 土佐工場 発電設備 

 明星ｾﾒﾝﾄ 糸魚川工場 発電設備 

 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ﾊﾟｲﾊﾟ#4 火力発電所  

 台湾 CSC  

 和歌山石油 海南精油所 発電設備 

 味の素 東海工場 発電設備 

 中山製鋼 船町火力発電所 IPP  

 日本化成 小名浜工場 発電設備 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｺｼﾊﾟ火力発電所  

 ﾀｲ TPIP  
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 宇部興産 伊佐ｾﾒﾝﾄ 発電設備 

 ﾀｲ TPIE  

 ﾀｲ ｽﾝﾌｧｾﾝ火力発電所  

 ﾁﾘ ｺﾙﾌﾞﾝ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾊﾞﾝｼﾞｬﾗﾏｼﾝ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾁｶﾗﾝ火力発電所  

 極東石油 千葉精油所 発電設備 

 ﾀｲｾﾝ工業 網干工場 発電設備 

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾊﾞﾘｱ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 住友金属 関西工場 発電設備 

 大阪ｶﾞｽ 西島工場 発電設備 

 ｷﾌﾟﾛｽ ﾊﾞｼﾘｺｽ火力発電所  

 富士石油 袖ヶ浦製油所 IPP  

 韓国 大宇 KORB 火力発電所  

    

1996 年 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ﾀﾗﾅｷ火力発電所 IPP  

 中国 徒河Ⅱ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｼﾗｷｬｯﾌﾟ火力発電所  

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾊﾟﾗﾜﾝ火力発電所  

 ｶﾞｰﾅ ﾌﾞﾗ ﾀｺﾗﾃﾞｨ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ﾒﾘﾀﾞⅢ ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾀｲ ﾗﾌﾞﾘ火力発電所  

 中国 広東火力発電所  

 ｼﾘｱ ｱﾙｻﾞﾗ #1-3 火力発電所  

 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｼｮｱｲﾊﾞ火力発電所 STAGE-2  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾀﾝｼﾞｭﾝﾍﾟﾗ #3,4 火力発電所  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｧﾗｲ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾍﾟﾅﾝ火力発電所  

 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾊﾟﾗﾅ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｾﾗﾝ火力発電所  

 ﾀｲ ﾗﾁｬﾌﾞﾘｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所 STAGE-1  

 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｺｽﾀﾈﾗｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ｸﾘｽﾅﾊﾟﾄﾗﾑ #1,2 火力発電所  

 台湾 長生 #1,2 火力発電所(IPP)  

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾁﾙｾﾞﾈﾙ火力発電所  

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｳｸﾗｱｲｱ火力発電所  

 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ﾄﾞｸｽﾄﾞｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ﾌｧﾘﾀﾞﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｽﾊﾟﾜｰ 1 号機  

 ﾄﾙｺ ｲｽｹﾝﾃﾞﾗﾝ #1,2 号機火力発電所(IPP)  

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾊﾞﾀﾝｹﾝｽﾁｰﾙ火力発電所(IPP)  

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾀﾝｼﾞｭﾝｼﾞｬｯﾁ火力発電所(IPP)  

 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾏｳﾝﾄｽﾁｭｱｰﾄ火力発電所  
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 台湾 小港火力発電所  

 日本石油 室蘭製油所 発電設備 

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ RAPP 火力発電所  

 鹿島石油 鹿島精油所 発電設備 

 日本ｾﾒﾝﾄ 糸魚川工場 発電設備 

 日本ｾﾒﾝﾄ 上磯工場 発電設備 

 大昭和製紙 富士工場 発電設備 

 大王製紙 いわき工場 発電設備 

 九州石油 大分精油所 発電設備 

 東亜石油 川崎精油所 発電設備 

 三菱瓦斯化学 新潟工場 発電設備 

 東邦ｶﾞｽ 上野工場 発電設備 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ｺｼﾊﾟ火力発電所  

 ﾀｲ ﾀﾝﾃｯｸ火力発電所  

 東洋紡 敦賀工場 発電設備 

 昭和石油 四日市精油所 発電設備 

 三菱石油 川崎精油所 発電設備 

 ﾀｲ ﾗｲｵﾝ火力発電所(IPP)  

 ﾐｬﾝﾏｰ ｼｭｳｪﾀﾞﾝ火力発電所  

 ﾐｬﾝﾏｰ ﾏﾝ火力発電所  

 中山製鋼 武豊 発電設備 

 ﾀｲ ﾄﾋﾟｴ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ 川崎製鉄 発電設備 

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｳｼﾞｭﾝﾊﾟﾀﾞﾝ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ JGC/SHELL 発電設備 

 日本石油 根岸精油所(IGCC) 発電設備 

 昭和油化 四日市工場 発電設備 

 旭硝子 千葉工場 発電設備 

 ｺｽﾓ石油 四日市精油所 発電設備 

 ﾀｲ ﾋｱﾝｾﾝ火力発電所  

 ｺﾛﾝﾋﾞｱ ｼﾆﾌｧﾅ火力発電所  

 ﾄﾙｺ ｴﾚﾋﾞｽﾀﾝ #1,4 火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾏﾝｼﾞｭﾝ火力発電所  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｰﾐｰ火力発電所(IPP)  

 台湾 新桃火力発電所(IPP)  

    

1997 年 ﾒｷｼｺ ﾓﾝﾃﾘｰ火力発電所  

 ﾀｲ ｺｰﾅﾝ火力発電所  

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾁﾙｼﾞｪﾝﾅ火力発電所  

 中国 外高橋 Phase-Ⅱ火力発電所  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｰﾐｰⅢ火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ﾁﾌｧﾌｧ火力発電所  
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 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製造ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾒｷｼｺ ﾛｻﾘﾄⅢｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾁｭﾆｼﾞｱ ﾗﾃﾞｽ火力発電所(IPP)  

 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ ﾊﾘﾌﾟｰｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所(IPP)  

 台湾 ﾁｱﾌｨ火力発電所  

 ﾀｲ ﾊﾅﾑｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾀｲ ﾏﾀﾞｯｸｽﾊﾞﾝｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾀｲ ﾗﾁｬﾌﾞﾘ #3,4 火力発電所  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｰﾐｰ火力発電所Ⅲ(IPP)  

 ｲﾝﾄﾞ PNN ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ｴｼﾞﾌﾟﾄ ｼﾃﾞｨﾘｰ火力発電所(IPP)  

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｾﾉｺⅠ火力発電所  

 ｲﾝﾄﾞ ｼﾝﾊﾄﾞﾘ #1,2 火力発電所  

 ﾐｬﾝﾏｰ ｷｬｲﾀ火力発電所  

 関西熱化学 尼崎工場 発電設備 

 東海ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽｶﾑﾎﾞｲﾗ  

 住友金属 鹿島工場 発電設備 

 ﾀｲ ﾍﾟﾀﾞｴﾝ火力発電所  

 宇部興産 宇部工場 火力発電所  

 東燃 和歌山工場 発電設備 

 鹿島石油 鹿島精油所 発電設備 450MW 

 ﾐｬﾝﾏｰ ｲﾀﾙﾀｲ火力発電所(IPP)  

 出光興産 千葉精油所 発電設備 

 三菱石油 川崎精油所(IGCC) 発電設備 

 日本化成 小名浜工場 発電設備 

 日本石油 下松精油所 発電設備 

 ｸﾞｧﾃﾏﾗ ｴﾝﾛﾝ火力発電所  

 ﾀｲ ﾗｴﾑﾁｬﾝﾊﾞﾝｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所(IPP)  

 太平洋興発 釧路工場 発電設備 

 台湾 中興紡績 発電設備 

 日本製紙 岩国工場 発電設備 

    

1998 年 ﾖﾙﾀﾞﾝ ｱｶﾊﾞ肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌｰﾐｰⅡ火力発電所(IPP)  

 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｷｬﾘﾃﾞ #1,2 火力発電所  

 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｺｹﾞﾝ #1 火力発電所  

 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾀﾛﾝ火力発電所  

 ﾒｷｼｺ ﾘｵﾌﾞﾗﾎﾟｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾏﾚｰｼｱ ﾊﾟﾜｰﾃｸｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ火力発電所  

 ﾀｲ GULF 発電設備 

 ﾏﾚｰｼｱ POWER TEK 発電設備 

 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ YPE LUJAN DE CUYO 発電設備 
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 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ COSIPA 発電設備 

 ﾀｲ MAP TA PHUT 発電設備 

 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ DYNEGY PINNACLES 発電設備 

 三菱ｶﾞｽ化学 水島工場 発電設備 

    

1999 年 新日鉄 大分 4 号 ﾎﾞｲﾗｰ設備 

 大王製紙 三島石炭焚 ﾎﾞｲﾗｰ設備 

 鹿島北共同火力 鹿島共同火力 発電設備 

 東京電力 広野 5 号 ﾎﾞｲﾗｰ設備 

 興亜石油 麻里布 発電設備 

 電源開発 常陸那珂 発電設備 

 東燃化学 川崎工場 発電設備 

 君津共同火力 5 号機発電所 発電設備 

 三重県 RDF 発電設備 

 東京電力 川崎 C/C 発電設備 

 極東石油工業 千葉製油所 発電設備 

 興亜石油 大阪製油所 発電設備 

 住友共同電力 壬生川 発電設備 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 丸紅/SITHE 発電設備 

 ｽﾍﾟｲﾝ IBERDOROLA 発電設備 

 ﾒｷｼｺ 三菱商事 BAJIO 発電設備 

 中国 HONGKONG/LAMMAI 発電設備 

 ｽﾘﾗﾝｶ CEB KELANITS SKELANITI 発電設備 

 日本化成 小名浜 500MW(IPP) ﾎﾞｲﾗｰ設備 

 ﾒｷｼｺ 三菱商事 TUXPAN2 発電設備 

 ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ ｾﾍﾞﾙﾅﾔ C/C 発電設備 

 鹿島石油 IPP 発電設備 450MW 

 大牟田 ﾘｻｸﾙ発電所 発電設備 

 石川県 石川県能都地区 RDF 専焼炉  

 ﾍﾞﾄﾅﾑ PHU MY-2 発電設備 

 中国電力 水島ﾘﾌﾟﾚｰｽ 発電設備 

 東北・中部電力 共同開発 上越ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 発電設備 

 台湾 台湾電力 台中火力 #9,10 号 発電設備 

 ｱﾗﾌﾞ首長国連邦 AWEA TAWEELA 発電設備 

 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ HARIPUR 発電設備 109MW 

 台湾 TSMC ｵﾘﾏﾙ(IPP) 発電設備 600MW 

    

2000 年 ﾌﾗﾝｽ 仏国向 大型低騒音風洞設備  

 台湾 CHIAHUI POWER PLANT  

 ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ SEVERNAYA 発電設備 400MW 

 ﾏﾚｰｼｱ PORT DICKSON PHASEI 発電設備 400MW 

 台湾 南部 発電設備 255MW 
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 石川県 RDF 発電設備 38T/H 

 三菱化学 四日市 発電設備 330MW 

 ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ EL SITIO 発電設備 500MW 

 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ MARITZA 発電設備 660MW 

 住友金属工業 鹿島 発電設備 500MW 

 台湾 苗栗 発電設備 600MW 

 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ AES HARIPUR 発電設備 360MW 

 ﾒｷｼｺ TUXPANⅡ 発電設備 495MW 

 富士石油 袖ヶ浦 発電設備 110T/H 

 旭化成 延岡 発電設備 80MW 

 ﾒｷｼｺ ALTAMIRA 発電設備 450MW 

 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ LAPLAT 発電設備 220MW 

 ﾏﾚｰｼｱ PRAI 発電設備 350MW 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ARACRUZ 発電設備 78MW 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ COSIPA 発電設備 65MW 

 ﾒｷｼｺ TUXPANⅢ 発電設備 900MW 

 ﾒｷｼｺ ALTAMIRA Ⅲ 発電設備 900MW 

 ﾀｲ MAP TA PHUT 発電設備 1400MW 

 東京電力 IGCC 発電設備 300MW 

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ TUAS 発電設備 750MW 

 ﾏﾚｰｼｱ PASIR GUDANG 発電設備 260MW 

 広島県 RDF 発電設備 300T/H 

 ﾏﾚｰｼｱ SEPANG C/C 発電設備 

 旭化成 日向 発電設備 110MW 

 台湾 星能 発電設備 350MW 

 台湾 森覇 発電設備 750MW 

    

2001 年 ｲﾝﾄﾞ PANIPAT IGCC 発電設備 

 ｺｽﾓ石油 堺 LNG ｾﾝﾀｰ工事 LNG 基礎建設工事 土木設備 

 ﾏﾚｰｼｱ BUTING CFPP 発電設備 

 ﾀｲ BO. NOK 発電設備 

 長崎県 LNG 基礎 配管基礎工事 

 中部国際空港 ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 土木建築施設 

 ﾏﾚｰｼｱ TNEC PORT GUDANG 発電設備 260MW 

 王子製紙 苫小牧工場ｽﾗｯｼﾞﾎﾞｲﾗｰ 発電設備 260T/D 

 ﾏﾚｰｼｱ TNB PORT DICKSON C/C 発電設備 750MW 

 ﾏﾚｰｼｱ SKS BUNTING 発電設備 2100MW 

 東京電力 広野 5B ﾎﾞｲﾗｰ 発電設備 600MW 

 香港 LAMMA UNIT L9 発電設備 300MW 

 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ GN POWER MARIVELES 発電設備 1500MW 

 日揮 日石三菱 発電設備 350MW 

 ｺｽﾓ石油 ﾎﾞｲﾗｰ 発電設備 233MW 
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 ﾀｲ BLCP THAI/IPP(MAP TA PHUT) 発電設備 1400MW 

 台湾 台湾電力 大覇  発電設備 4000MW 

 住友共同電力 新 3 号 発電設備 150MW 

 王子製紙 三島工場 ｽﾗｯｼﾞ焚流動床ﾎﾞｲﾗｰ 発電設備 90T/D 

 北越製紙 新潟工場 重油焚 発電設備 80MW 

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ TUAS POWER TUAS-Ⅱ Unit-3/4 発電設備 720MW 

 ﾒｷｼｺ 九州電力 TUXPAN Ⅴ 発電設備 450MW 

 旭化成工業 新日本ｿﾙﾄ 小名浜石炭焚 発電設備 47MW 

 鹿島北共同発電 復水発電設備設置工事 発電設備 40MW 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ TUBARAO 発電設備 67MW 

 王子製紙 大分工場石炭焚 発電設備 25MW 

 日石三菱 根岸 発電設備 21MW 

 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ PARANA Phase-Ⅱ 発電設備 800MW 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾘｵ ﾌﾞﾗﾎﾞⅣ火力発電所 発電設備 500MW 

 台湾 CHIAHUI POWER PLANT 発電設備 

 三浜 三方ｶﾞｽ化溶融施設 土木建築設備 

 台湾 HSINCHU SCIENCE COGENERATION 発電設備 

    

2002 年 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾘｵﾌﾞﾗﾎﾞⅣ火力発電所 C/C 発電設備 500MW 

 ﾀｲ NPCX PROJECT ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製造工事  

 ﾏﾚｰｼｱ SPR 火力発電所 C/C 発電設備 110MW 

 ﾒｷｼｺ LA LAGUNAⅡ火力発電所 C/C 発電設備 400MW 

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ SERAYA 火力発電所#1-3 FGD 増設工事  

 ｲｷﾞﾘｽ SCOTTISH 火力発電所#1-3 FGD 増設工事  

 CCP 研究所 IGCC 実証機検討 発電設備 250MW 

 東北電力 東新潟 4-2 号系列 発電設備 

 韓国 YOSU 発電設備 

 三菱製紙 八戸工場廃棄物焚 発電設備 21MW 

 帝人 松山工場 石炭焚 発電設備 72MW 

 新日鉄ｴﾝｼﾞ 某所 石油ｺｰｸｽ焚 BTG 発電設備 110MW 

 ｱﾒﾘｶ WEPCO 発電設備 

 ｱﾒﾘｶ KBV MID AMERICAN ﾎﾞｲﾗｰ 発電設備 700MW 

 小名浜発電所 ｻﾐｯﾄ小名浜ｴｽﾊﾟﾜｰ 発電設備 46MW 

 台湾 大潭火力発電所 発電設備 

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ PLN TARAHAN #3-4 火力発電所 発電設備 300MW 

 ﾖﾙﾀﾞﾝ SAMRA 火力発電所 発電設備 

 中国 北京 第三 C/C 発電設備 40MW 

 電源開発 ﾍﾞﾄﾅﾑ ｷﾞｿﾝｾﾒﾝﾄ CFB 発電設備 35MW 

 中国 半山 C/C 発電設備 120MW 

 中国 CNTIEC 威墅 C/C COGEN 発電設備 80MW 

 王子製紙 日南工場 発電設備 20MW 

 鹿島北共発 7 号発電機 発電設備 15MW 
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 王子製紙 春日井工場 発電設備 42MW 

 ｱﾒﾘｶ SAND SAGE 火力発電所 発電設備 

 ﾏﾚｰｼｱ SDN BHD 火力発電所 発電設備 100MW 

 ﾅｲｼﾞｪﾘｱ LAGOS 火力発電所 発電設備 

    

2003 年 ﾏﾚｰｼｱ TANJUNG BIN 火力発電所 発電設備 2250MW 

 ｱﾒﾘｶ MID AMERICA 石炭火力発電所 発電設備 

 中国 蘇州 小松精錬蘇州工場 発電設備 

 ﾊﾞﾊﾏ ﾌﾞﾙｰﾋﾙｽﾞ 火力複合発電所 発電設備 

 ｺｽﾀﾘｶ ｸﾞﾗﾋﾞﾄﾞ火力複合発電所  

 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ VIRIDINA HUNTSTOWN Phase-2 発電設備 400MW 

 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ KEEPEL MERUMAUCOGENRATION PLANT 発電設備 470MW 

 電源開発 磯子新 2 号ﾎﾞｲﾗｰ設備 発電設備 100MW 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ VERACEL 4000T/D 回収ﾎﾞｲﾗｰ 発電設備 4000MW 

 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ VERACEL 蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ工事 発電設備 69MW 

 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ PLN ﾁﾚｺﾞﾝ 発電設備 730MW 

 ﾒｷｼｺ 九州電力 TUXPAN V 発電設備 530MW 

 ﾒｷｼｺ PACIFICO 火力発電所 発電設備 700MW 

 ｴｼﾞﾌﾟﾄ CIRONORH 火力発電所 発電設備 750MW 

 ﾍﾞﾄﾅﾑ NGHI SON CEMENT 35MW 自家発電設備  

    

2004 年 ﾄﾙｺ BOGAZKOY 複合火力発電所 発電設備 

 ﾀｲ KHANOM 複合火力発電所 発電設備 

 ｺｽﾀﾘｶ GARABITO 複合火力発電所 発電設備 

 UAE TAWEELAH 複合火力発電所 発電設備 1000MW 

 豪州 WESTERN POWER 石炭火力発電所 発電設備 300MW 

 ｱﾒﾘｶ LONGVIEN 石炭火力発電所 発電設備 600MW 

 NIPPO 川崎天然ｶﾞｽ発電#1,2 号機新設工事 発電設備 

 東北電力 仙台火力発電所 ﾘﾌﾟﾚｰｽ工事 発電設備 

 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ E-SBI AGHADA 発電設備 

 ﾀｲ RPC ﾗﾁｬﾌﾞﾘ CCPP 発電設備 

 ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ 東京電力 ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ TAWEELAH NEW B 発電設備 

 ﾁﾘ ENDESA SAN ISIDROⅡ C/C 発電設備 

 中部電力 新名古屋 8 号系列 発電設備 

 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ SCA4,000T/D 回収ﾎﾞｲﾗｰ 発電設備 4000T/D 

    

  【上記以降、客先事業所内にて業務継続中】  

    

    

    

    

 


