工 事 経 歴 書

自 ：第３４期 ２０１０年 ４月
至 ：第３９期 ２０１６年 ３月

共栄電装株式会社
〒165-0026

東京都中野区新井二丁目30番4号
TEL:03-3319-8071 FAX:03-3319-8027

完 成 工 事 経 歴
件数

御下命先

現 場 名

着工年月 完成年月

第３４期 ： ２０１０年度（２０１０年４月～２０１１年３月）
1

株式会社
日立プラントテクノロジー

東亜石油㈱京浜製油所内 ジェネックス水江発電所
1，2号機 定検工事

2010年4月 2010年5月

2

株式会社
日立プラントテクノロジー

中国電力㈱ 島根原子力発電所 ３号機建設 計装工事

2007年4月 2011年3月

3

株式会社
日立プラントテクノロジー

中国電力㈱ 島根原子力発電所 1号機・2号機 定検工事 他

2010年2月 2011年3月

4

株式会社
日立プラントテクノロジー

中部電力㈱ 浜岡原子力発電所
3号機第18回､4号機第13回､5号機第5回 定検工事

2010年4月 2011年3月

5

株式会社
日立プラントテクノロジー

シンガポール セノコ
遣)

Repowering 電計切替技術指導(監督派 2010年5月 2011年3月

6 株式会社関電工 原子力部

日本原子力発電㈱ 東海第二発電所
東海第二発電所計装工事 日常点検工事 他

2010年4月 2011年3月

7 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所 電気･計装工事

2010年4月 2011年3月

8 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第二原子力発電所
1～4号機電気関係小口修理工事及び2,4号機定検工事

2010年4月 2011年3月

9 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
1号機15回､2号機12回､4号機10回､7号機9回定検工事

2010年4月 2011年3月

10

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

中部電力㈱ 川越火力発電所3号系列 発電設備
3-2軸 IFC-LVDT及びTC用レセプタクル交換作業

2010年11月 2010年11月

11

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

東日本旅客鉄道㈱ 川崎発電所 １号機
ＫＫＣ-1号 2010年度 計器調整作業

2010年11月 2010年12月

12

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

東北電力㈱ 新潟火力発電所 5号系列 発電設備
ＨＲＳＧ設備 電気計装工事

2010年12月 2011年11月

完 成 工 事 経 歴
件数

御下命先

現 場 名

着工年月 完成年月

第３５期 ： ２０１１年度（平成２０１１年４月～平成２０１２年３月）
1

東北電力㈱ 新潟火力発電所 5号系列 新設工事
株式会社
日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ 消火設備のうち粉末消火設備 電気工事

2011年4月 2011年5月

2

東北電力㈱ 原町火力発電所 工事用仮設電源設備
株式会社
日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ 設置工事の内､ケーブル布設端末に関する作業

2011年5月 2011年6月

3

株式会社
日立プラントテクノロジー

東亜石油㈱京浜製油所内 ジェネックス水江発電所
2号機 発電設備 燃焼器点検作業

2011年6月 2011年6月

4

株式会社
日立プラントテクノロジー

中部電力㈱ 川越火力発電所3号系列 発電設備
3-3軸 IFC-LVDT及びTC用レセプタクル交換作業

2011年6月 2011年6月

5

株式会社
日立プラントテクノロジー

東北電力㈱ 新潟火力発電所 5号系列 発電設備
ＨＲＳＧ設備 電気計装工事

2010年12月 2011年6月

6

東京電力㈱ 大井火力発電所
株式会社
日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ 2号ＧＴ発電設備 機内配線工事

2011年7月 2011年8月

7

株式会社
日立プラントテクノロジー

中部電力㈱ 上越火力発電所 1-1・2-1発電設備
ST発電機機内配線工事及び1-1HRSG設備本体配管ﾋｰﾀ工事

2011年4月 2012年2月

8 株式会社関電工 原子力部

日本原子力発電㈱ 東海第二発電所
東海第二発電所計装工事 日常点検工事 他

2011年4月 2012年3月

9 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
1号機16回､2号機12回､4号機10回､7号機10回定検工事

2011年4月 2012年3月

10 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所 復興工事

2011年4月 2012年3月

11 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第二原子力発電所 復興工事

2011年4月 2012年3月

ＪＸ日鋼日石エネルギー㈱ 仙台製油所
計器ループ調整作業

2011年9月 2011年10月

東京電力㈱ 広野火力発電所
3/4号空調機械フィルター移送工事

2011年10月 2011年10月

12

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

13 株式会社関電工 原子力部
14

株式会社
日立プラントテクノロジー

相馬共同火力発電㈱ 新地発電所
１号タービン設備 復旧電気計装工事

2011年8月 2011年11月

15

株式会社
日立プラントテクノロジー

東北電力㈱ 新潟火力発電所 6号機ＧＴ発電設備
タービン設備 電気工事

2011年9月 2011年11月

16 株式会社関電工 原子力部

日本原子力発電㈱ 敦賀発電所2号機 定検工事

2011年8月 2011年11月

完 成 工 事 経 歴
件数

御下命先

現 場 名

着工年月 完成年月

第３６期 ： ２０１２年度（２０１２年４月～２０１３年３月）
1

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

丸善石油㈱千葉工場 第３発電所ガスタービン
H24年定期点検工事計装品分解点検・復旧作業

2012年4月 2012年5月

2

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

中部電力㈱ 川越火力発電所３号系列発電設備
3-1軸,3-7軸定検工事の内電気計装作業

2012年4月 2012年5月

3

東京電力㈱ 常陸那珂火力発電所 2号機発電設備
株式会社
日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ 復水脱塩装置設備 電気計装工事

2012年2月 2012年5月

4

丸善石油㈱千葉工場 第３発電所ガスタービン
株式会社
日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ H24年定期点検工事AVR盤更新工事

2012年4月 2012年5月

5

株式会社
日立プラントテクノロジー

コスモ石油㈱ 千葉製油所 ガスタービン制御装置更新工事

2012年5月 2012年6月

6

株式会社
日立プラントテクノロジー

TOA川崎／㈱ジェネックス 水江発電所２号ｶﾞｽﾀﾞｰﾋﾞﾝ発電設備 2012年6月 2012年7月
燃焼器点検作業の内電計工事

7

株式会社
日立プラントテクノロジー

中部電力㈱ 上越火力発電所
1-1・2-1発電設備 Ｔ-Ｇ・ＨＲＳＧ設備 計装工事

2012年10月 2012年9月

8

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

㈱日立製作所 日立事業所 国分工場内
3000MVA短絡発電設備 油装置計装品点検作業

2012年12月 2013年1月

9

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

ドイツ / Walsum 火力発電所(XWS-10)
計器調整作業（調整員派遣）

2013年1月 2013年3月

10

電源開発㈱ 磯子火力発電所２号機
株式会社
日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ 蒸気タービン点検補修工事の内電計作業

2012年11月 2013年3月

11

株式会社
日立プラントテクノロジー

東京電力㈱ 常陸那珂火力発電所 2号機発電設備
電気計装工事

2011年4月 2013年3月

12 株式会社関電工 原子力部

日本原子力発電㈱ 東海第二発電所
東海第二発電所計装工事 日常点検工事 他

2012年4月 2013年3月

13 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
復興工事 （取水口廻り凍結防止設備修理工事他）

2012年4月 2013年3月

14 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第二原子力発電所
復興工事 （冠水計器修理工事他）

2012年4月 2013年3月

15 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
1､2､4､7号機定検工事 （水密扉1次側電源設置工事他）

2012年4月 2013年3月

16 株式会社関電工 原子力部

日本原燃㈱ 六ヶ所再処理工場 六ヶ所事業所
電気設備 点検作業

2012年4月 2013年3月

17

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

東北電力㈱ 原町火力発電所2号機タービン設備
災害復旧工事の内計器調整作業

2012年5月 2012年11月

18

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

出光興産㈱ 徳山製油所 ガスタービン計装品点検作業

2012年10月 2012年11月

東京電力㈱ 大井火力発電所２号ガスタービン発電設備
株式会社
2012年7月
日立ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ 電気計装工事
中部電力㈱ 上越火力発電所 2-1発電設備
株式会社
20
ST･発電機機内配線工事及び2-1HRSG設備 本体配管ヒータ工 2012年1月
日立プラントテクノロジー
事
株式会社
東北電力㈱ 原町火力発電所2号機タービン設備
2012年3月
21
日立プラントテクノロジー
災害復旧電計工事
19

2012年11月

2012年12月

2012年12月

完 成 工 事 経 歴
件数

御下命先

現 場 名

着工年月 完成年月

第３７期 ： ２０１３年度（２０１３年４月～２０１４年３月）
1

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション 2号機中操制御盤設置他

2013年4月 2013年6月

2

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション TNK他大型案件前倒し工事

2013年7月 2013年8月

3

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 本体電気据付工事1【非常用交流電源高台設置工事（電気）】

2013年2月 2013年9月

4 株式会社関電工 原子力部

日本原子力発電㈱ 東海第二発電所
電気計装及び機械設備他日常点検保守作業 他

2013年4月 2014年3月

5 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
緊急対策（滞留水貯留設備水位計他設置作業他）

2013年4月 2014年3月

6 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第二原子力発電所
SRNM他点検保守委託

2013年4月 2014年3月

7 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
1､2､4､7号機定検工事 （1号機水密扉1次側電源設置工事他）

2013年4月 2014年3月

8 株式会社関電工 原子力部

日本原燃㈱ 六ヶ所再処理工場 六ヶ所事業所
電気設備 点検作業

2013年4月 2014年3月

9

株式会社
中国電力㈱島根原子力発電所
日立プラントコンストラクション 1号機原子炉補機海水系計装ﾗｯｸ取替工事

2013年4月 2013年7月

10

株式会社
東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
日立プラントコンストラクション 第10回定検工事 ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚｲ他電路耐火工事

2013年7月 2013年9月

11

株式会社
中部電力㈱上越火力発電所
日立プラントコンストラクション 2-2復水器計装他工事

2013年7月 2013年10月

12

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 消火設備 電気据付工事

2013年4月 2013年11月

13

株式会社
㈱扇島ﾊﾟﾜｰ火力発電所
日立プラントコンストラクション 2号・共通設備点検仮設電源作業

2013年9月 2013年11月

14

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション 第13回定検SA対策工事 主要建屋配管等貫通部水密化工事

2013年11月 2013年12月

15

株式会社
中国電力㈱島根原子力発電所
日立プラントコンストラクション 大型タンク隔離弁設置（計装工事）

2013年10月 2013年12月

16

株式会社
中国電力㈱島根原子力発電所
日立プラントコンストラクション 床漏えい検知器設置（計装工事）

2014年2月 2014年2月

17

株式会社
中部電力㈱上越火力発電所
日立プラントコンストラクション 2-2 T-G計装工事

2013年10月 2014年3月

18

株式会社
中国電力㈱島根原子力発電所MCRﾌｨﾙﾀ差圧警報装置 他
日立プラントコンストラクション

2014年2月 2014年3月

完 成 工 事 経 歴
件数

御下命先

現 場 名

着工年月 完成年月

第３８期 ： ２０１４年度（２０１４年４月～２０１５年３月）
1

株式会社
昭和四日市石油㈱火力発電所
日立パワーショリューションズ G-7802 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ制御盤更新工事

2014年5月 2014年7月

2

株式会社
中部電力㈱川越火力発電所
日立プラントコンストラクション GT機内配線他撤去更新工事

2014年4月 2014年8月

3

株式会社
日立ハイテクノロジーズ

出光興産㈱火力発電所
ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ計装品点検作業

2014年9月 2014年11月

㈱ｴﾅﾘｽ北茨城ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電所
省ｴﾈ装置設置工事 電気計装工事

2015年3月 2015年3月

4 IHIﾌﾟﾗﾝﾄ建設株式会社
5

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション SFP監視設備据付工事その1他

2014年4月 2014年6月

6

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 発電機AVR盤他取替（旧品撤去搬出のみ）

2014年6月 2014年8月

7

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション 第3回定検SA対策工事 SFP監視設備設置据付工事他その２

2014年7月 2014年8月

8

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 復水器健全性点検（器内洗浄）他一式

2014年7月 2014年9月

9

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 内部溢水防護対策照明等撤去工事

2014年10月 2014年12月

10

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション 漏えい検出器設置工事他

2014年11月 2014年12月

11 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
KK-7M 一般計測設備点検修理工事

2014年1月 2014年7月

12 株式会社関電工 原子力部

日本原子力発電㈱ 東海第二発電所
廃棄物処理系計装品等修繕工事

2014年12月 2015年3月

13 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
1F 連続ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀおよび線量表示器の設置(Ⅰ期設置工事)

2015年1月 2015年3月

14 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
7号機原子炉建屋水密扉一次側電源設置工事他3件

2014年11月 2015年3月

15

株式会社
東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
日立プラントコンストラクション 第10回定検工事 ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚｲ他電路耐火対策工事

2014年5月 2014年7月

16

株式会社
中国電力㈱島根原子力発電所
日立プラントコンストラクション 静的触媒式水素処理装置 電気計装工事

2014年10月 2014年12月

完 成 工 事 経 歴
件数

御下命先

現 場 名

着工年月 完成年月

第３９期 ： ２０１５年度（２０１５年４月～２０１６年３月）
1

株式会社
㈱扇島ﾊﾟﾜｰ火力発電所
日立プラントコンストラクション ﾀｰﾋﾞﾝ電気計装工事のうち計装工事

2015年1月 2015年5月

2 日立無線電気株式会社

中部電力㈱上越火力発電所
AGP改造工事に伴う計装関係改造工事(2-2A/B)

2015年4月 2015年6月

3 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
1F-5・6M建屋内滞留水水位計設置

2015年1月 2015年6月

4

株式会社
東京電力㈱ 富津火力発電所
日立プラントコンストラクション 2号系列制御用計算機取替工事他

2015年1月 2015年6月

5

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 本体電気据付工事3

2015年5月 2015年7月

6

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション 格納容器ﾍﾞﾝﾄ装置排ｶﾞｽﾓﾆﾀ設置他

2015年5月 2015年8月

7

株式会社
東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
日立プラントコンストラクション 1～3号機建屋内循環冷却設備工事

2015年4月 2015年8月

8 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
1F 連続ﾀﾞｽﾄﾓﾆﾀおよび線量表示器の設置（Ⅱ期設置工事）

2015年4月 2015年9月

9

株式会社
中国電力㈱島根原子力発電所
日立プラントコンストラクション PCV内水位計設置 準備工事他

2015年4月 2015年9月

10

株式会社
東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
日立プラントコンストラクション 1F滞留水排水設備電気工事

2015年7月 2015年9月

11 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
雑固体廃棄物焼却設備本体設置 計電装工事（追加工事）

2015年8月 2015年11月

12 株式会社関電工 原子力部

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
KK-7M 一般計測設備点検修理工事

2015年7月 2015年12月

13

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 内部溢水防護対策工事

14 日立無線電気株式会社

東京電力㈱富津火力発電所
燃焼器DLN2.6+更新及び制御装置MarkVIe更新工事

2015年10月 2015年12月

2015年10月 2016年1月

15

株式会社
瀬戸内共同火力㈱倉敷共同火力発電所
日立プラントコンストラクション 計装配管・計器取付工事

2015年6月 2016年1月

16

株式会社
中部電力㈱浜岡原子力発電所
日立プラントコンストラクション 設備維持点検④

2015年10月 2016年2月

17

株式会社
北陸電力㈱志賀原子力発電所
日立プラントコンストラクション 漏えい検出器設置工事他

2015年9月 2016年2月

18

株式会社
東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所
日立プラントコンストラクション ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚｲ貫通部非加熱面耐火対策（C/B）

2015年10月 2016年2月

19 株式会社関電工 原子力部

日本原子力発電㈱東海第二原子力発電所
電気計装及び機械設備他日常点検保守作業（電気計装設備）

2015年4月 2016年3月

20

株式会社
瀬戸内共同火力㈱倉敷共同火力発電所
日立プラントコンストラクション 計器調整・試運転助勢

2015年9月 2016年3月

21

株式会社
中国電力㈱島根原子力発電所
日立プラントコンストラクション 貫通部止水対策工事のうち計装貫通部処理他

2015年10月 2016年3月

