
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1979 年 ﾖﾙﾀﾞﾝ ﾌｾｲﾝ火力発電所 施工管理 
    
1980 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾘﾔﾄﾞ新国際空港 施工管理 
    
1981 年 ﾘﾋﾞｱ ﾃﾞﾙﾅｾﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｱﾙｼﾞｭﾍﾞｰﾙ ﾒﾀﾉｰﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｱﾙﾝ LNG ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
    
1982 年 ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ ﾙﾜｲｽ肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ﾘﾋﾞｱ ﾐｽﾗﾀ製鉄所 施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾔﾝﾌﾟｰ国内向 石油精製ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ﾄﾞﾊﾞｲ ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ及び増水ﾌﾟﾗﾝﾄ 入札事前現地調査 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾏｯｶ ﾀｲﾌ火力発電所 現地調査 
    
1983 年 ｱﾙｼﾞｪﾘｱ ALGP#1 変電所 施工管理 
 ﾏﾚｰｼｱ 製鉄所ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝ 設計予備調査 
    
1984 年 ﾏﾚｰｼｱ OR 製鉄所 施工管理 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 硫酸ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｸｳｪｰﾄ ｼｭｱｲﾊﾞ北火力発電所 屋内開閉所 施工管理 
 ｵﾏｰﾝ 造水ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ﾊﾞｰﾚｰﾝ ｱｽﾚ鉄骨加工工場 設備増設予備調査 
    
1985 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾏｯｶﾀｲﾌ造水ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｲﾗｸ ICS ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｸｳｪｰﾄ ﾄﾞｰﾊ西 造水ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾘﾔﾄﾞ変電所 施工管理 
 中国 大連火力発電所 施工管理 
 中国 福州火力発電所 施工管理 
    
1986 年 ﾁﾘ 硫酸ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｸｳｪｰﾄ ｻｳｽｻﾊﾞﾊ ｱﾙｻﾚﾑ変電所 施工管理 
 ｸｳｪｰﾄ ｱｽﾞ ｽﾞｰﾙ造水ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
    
1987 年 ｲﾗｸ 肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｸｳｪｰﾄ ｱｽﾞ ｽﾞｰﾙ 造水ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｲﾗｸ 石油採集ﾌﾟﾗﾝﾄ 現地調査 
    
1988 年 中国 北京貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 施工管理 
 中国 洛黄 排煙脱硫ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
    
1989 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ/ｲﾗｸ 北京貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 施工管理 
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 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭ 肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｸﾞｱﾑ島 日航ﾎﾃﾙ 施工管理 
 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｼｪﾙ LRCC ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
    
1990 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｻﾙ・ﾗｼﾞⅡﾒﾀﾉｰﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ﾀｲ ﾅﾝﾎﾟﾝ火力発電所 施工管理 
    
1991 年 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾊﾟｲﾄﾝ火力発電所 施工管理 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾎﾝﾀﾞ自動車工場 施工管理 
    
1992 年 ﾏﾚｰｼｱ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製造ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ ﾒﾀﾉｰﾙ製造ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
    
1993 年 ﾒｷｼｺ ﾍﾟﾀｶﾙｺ火力発電所 施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾒｼﾞﾅﾔﾝﾌﾞ地区淡水化ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ﾀｲ ﾏｴﾓ排脱ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
    
1994 年 ｼｴﾗﾚｵﾈ G/T 発電設備 施工管理 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾊﾞﾀﾝｶﾞｽ火力発電所変電施設 施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ﾊﾞﾀﾝｶﾞｽ火力発電所 鉄骨製作指導 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 職業訓練所 現地調査 
    
1995 年 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾏｼﾝﾛｯｸ火力発電所 施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 淡水化ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ﾁﾘ ｸﾞｱｺﾙﾀﾞ火力発電所 施工管理 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 自動車工場 施工管理 
    
1996 年 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ G/T 発電設備 施工管理 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｹﾐｶﾙﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 香港 香港空港交通ｼｽﾃﾑ 施工管理 
 ﾊﾞｰﾚｰﾝ 肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｸｳｪｰﾄ ｻﾋﾞｱ火力発電所 施工管理 
 ﾁｪｺ CDF ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 設計管理 
    
1997 年 ﾀｲ ﾗｲｵﾝ地区製鉄ﾌﾟﾗﾝﾄ 施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ ｶﾞｽﾞﾗﾝ火力発電所 施工管理 
 ｸｳｪｰﾄ ｸｳｪｰﾄ発電所 施工管理 
 ﾁﾘ CTCS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 設計管理 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 化学ﾌﾟﾗﾝﾄ 設計管理 
    
1998 年 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｺｽﾀﾈﾗ火力発電所 施工管理 
 ﾏﾚｰｼｱ ｱﾛﾏｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ 設計管理 
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 ﾏﾚｰｼｱ ｱﾛﾏｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ 施工管理 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ SM2 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鉄骨製作指導 
 ﾀｲ ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾗﾝﾄ追加工事設計 施工指導 
 中国 CJSM ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鉄骨製作指導 
 ﾁｪｺ CDF ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 設計管理 
    
1999 年 ｿﾛﾓﾝ 14KU 30A ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 工事管理 
 ｲﾝﾄﾞ DP ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 工事管理 
 ﾍﾞﾄﾅﾑ PHU MY-1 火力発電所 工事管理 
 ﾍﾟﾙｰ ｲﾛ発電所 電気設備 設計管理 
 ｺｽﾀﾘｶ ﾐﾗﾊﾟﾚｽ地熱発電所 3 号 工事管理 
 ｼﾘｱ ｱﾙｻﾞﾗ 工事管理 
    
2000 年 台湾 KDD 海底ｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑ 施工管理 
 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ SATA AFT6 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鉄骨製作管理 
 ｽﾘﾗﾝｶ 150MW KELANITISSA COMBINED PLANT 設計管理 
    
2001 年 ｲｽﾗﾑ共和国 ﾓｰﾘﾀﾆｱ ﾇｱﾃﾞﾌﾞ漁港拡張計画 施工管理 
 ﾏﾚｰｼｱ GELUGOR CONVERSION ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 施工管理 
 ｶﾅﾀﾞ GENESEE 発電所 PHASE3 設計管理 
 ﾐｬﾝﾏｰ YWAMA ﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ 現地調査 
 台湾 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ発電所 EPC ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 現地調査 
    
2002 年 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ REFAP2 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 設計管理 
 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ FORTALEZA CCPP ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 施工管理 
 ｶｰﾎﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ ﾌﾞﾗｲｱ漁港拡張計画 施工管理 
    
2003 年 中国 日本甜菜製糖(株) 自家発電設備新設工事 技術指導 
 中国 泰皇島・旭硝子工場 設計・施工指導 
 ｱﾒﾘｶ COUNCIL BLUFFS ENERGY CENTER UNIT №4 設計管理 
 ﾛｼｱ SAKHAL INⅡﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 設計管理 
 中国 PTM 社向 CP-1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 施工管理 
 ﾒｷｼｺ MMPE ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製造ﾌﾟﾗﾝﾄ 設計管理 
 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｽﾗﾔ発電所土建工事 設計管理 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ TANJUNG JATI B ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 技術指導 
    
2004 年 ﾓﾛｯｺ ｼﾃﾞｨﾊｾｲﾝ零細漁村整備計画 現地調査/施工監理 
 台湾 台湾新幹線ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ軌道工事 施工監理 
 台湾 大潭火力発電所 土木建築工事 施工管理 
 ﾊﾞﾊﾏ BLUE-HILLS 火力発電所複合化工事 技術指導 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾀﾗﾊﾝ石炭火力発電所 設計管理 
 UAE/ﾄﾞﾊﾞｲ ｼﾞｮﾍﾞﾙ・ｱﾘ 複合火力発電所 750MW 設計管理 
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 中国 恵州工事現場 ﾃｸﾆｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
 中国 前湾発電所 土建工事管理 
 中国 PENGL AI 鉄骨加工工場 鉄骨製作管理 
 韓国 鉄骨加工工場 鉄骨製作管理 
    
2005 年 中国 青島鉄骨加工工場 鉄骨製作管理 
 ﾊﾞｰﾚｰﾝ 火力発電施設建設工事 設計管理 
 ﾊﾟﾗｵ ﾊﾟﾗｵ南部州開発計画 現地調査 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ LSDP PROJECT 技術指導 
    
2006 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ PETRO RABIGH PROJECT 鉄骨製作管理 
 ﾀｲ ｻｳｽﾊﾞﾝｺｯｸ HRSG 発電所建設工事 鉄骨製作管理 
 ﾀｲ ｻｳｽﾊﾞﾝｺｯｸ C/C POWER PLAN 土建工事管理 
    
2007 年 ﾏﾚｰｼｱ ｼﾞﾏ火力発電所建設工事 設計指導 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾑｱﾗﾀﾜｰﾙ発電所工事入札設計 設計支援 
 中国 DCSS2 PROJECT 設計指導 
 中国・韓国 Dow Corning Asian 3rd Pillar Project 鉄骨設計指導 
 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ SP ｼｪﾙｴﾁﾚﾝﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 土建施工管理 
 ｱﾒﾘｶ ﾃｷｻｽ州 LNG ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 電気設備工事管理 
    
2008 年 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾑｱﾗｶﾗﾝ HRSG 発電所建設工事 鉄骨製作 SV 
 ﾄﾞﾊﾞｲ ﾄﾞﾊﾞｲ ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 土木施工管理 
 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ PETRO RABIGH U01 PROJECT 土建工事管理 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 気象通信網改善整備計画 施設設計・現地調査 
    
2009 年 ﾌﾞﾙﾈｲ BM PROJECT ｲﾝﾌﾗ工事 土建工事 SV 
 ｵﾏｰﾝ SOHAR FERTILISER PROJECT 土建工事 SV 
 ｱﾙｼﾞｪﾘｱ ALGELIA OMAN FERTILISER PROJECT 土建工事 SV 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ TANJUNG PRIOK PROJECT 鉄骨製作 SV 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ TANJUNG JATY PROJECT 鉄骨製作 SV 
 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ SME PROJECT 土建設計 SV 
    
2010 年 ｱﾒﾘｶ SHINTECH PLAQUEMINE PLANT PROJECT 土建工事 SV 
 ﾊﾞｰﾚｰﾝ SULB DR ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鉄骨製作 SV 
 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ Senoko Power Station Re-Powering Project 設計監理 
    
    
2011 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ Manifa ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 設計監理 
 中国 ｼﾘｺﾝ製品製造工場建設工事 土建工事 SV 
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2012 年 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Keramasan Power Plant Extention Project 設計管理 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Keramasan Power Plant Extention Project 土建工事 SV 
 中国 南通ｼﾘｺﾝ製品製造工場建設工事  構造設計・土建工事 SV 
 ﾏﾚｰｼｱ SAMUR PROJECT 肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 土建工事 SV 
 ﾀｲ TMP2 PROJECT 多結晶ｼﾘｺﾝﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 鉄骨製作 SV 
 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ PKT5 PROJECT 肥料ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事 設計・鉄骨製作 SV 
 ﾀｲ GNS Nong Saeng Power Plant Project 構造設計 SV 
    
2013 年 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ PKT Project  鉄骨製作 SV 
 ｱﾒﾘｶ SHINTECH PLAQUEMINE PROJECT 土建工事 SV 
    
2014 年 ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ SRF2 Project 土建工事 SV 
 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ Ichthys Project  鉄骨製作 SV 
 ﾏﾚｰｼｱ Petronas LNG Train 9 Project  土建工事 SV 
 ﾁﾘ GUACOLDA#5 鉄骨製作 SV 
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