
２０20年（令和２年） （敬称略）

客　先　名 納　入　先 工　事　名　称 主な検査内容

　日本鏡板工業㈱ 　 　鏡板（製作時）非破壊検査 2020年1月 ～ 2020年12月 　RT,PT,破壊試験

　小松川化工機㈱ 　 　製缶品の非破壊検査 2020年1月 ～ 2020年12月 　RT撮影,PT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　球形タンク開放検査 2020年1月 ～ 2020年12月 　MT,肉測,SUMP

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　各プラント　日常保全工事 2020年1月 ～ 2020年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　配管減肉調査 2020年1月 ～ 2020年12月 　γ-Ray撮影→FCR処理

　㈱石井鐵工所 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2020年1月 ～ 2020年12月 　目視検査,RT,肉測,MT,PT

　日本化工機㈱鹿島工場 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2020年1月 ～ 2020年12月 　目視検査,RT,肉測,MT,PT

　鹿島北共同発電㈱ 　鹿島北共同発電所 　熱交換器　チューブ渦流探傷試験 2020年3月 　ＥＴ

　㈱タナベ 　新日本電工㈱鹿島工場 　ＥＭ２炉体溶接線非破壊検査 2020年3月 　UT-A､MT

　関東マルエス㈱ 　日本エアリキード／筑波ノースセンター 　臭化水素精製装置開放検査 2020年3月 　目視検査,肉測,PT

　高圧昭和ボンベ㈱ 　 　継目無し高圧ガス容器検査 2020年5月 ～ 2020年10月 　UT-N,UT-A,PT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　ＰＥプラント定修工事（開放検査） 2020年5月 ～ 2020年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測,水浸UT,ET

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　ＥＯプラント定修工事（開放検査） 2020年5月 ～ 2020年6月 　目視検査,MT,PT,肉測,RT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　ＰＮＤプラント定修工事（開放検査） 2020年5月 ～ 2020年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測,水浸UT,ET

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　Ｃｕ課定修工事（開放検査） 2020年5月 ～ 2020年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測,水浸UT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　ＢＰＡプラント定修工事（開放検査） 2020年5月 ～ 2020年6月 　目視検査,MT,PT,肉測,RT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　ＰＬプラント定修工事（外面腐食検査） 2020年5月 ～ 2020年6月 　目視検査,PT,肉測

　㈱高田工業所鹿島事業所 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　高圧ガス配管更新工事 2020年5月 ～ 2020年6月 　RT撮影,PT,肉測

　㈱ライオンエンジニアリング 　ライオンケミカルＦＣ事業所 　高圧ガス設備開放検査 2020年6月 　目視検査,PT,肉測

　大陽日酸㈱ 　ＪＸ金属㈱磯原工場 　高圧ガス設備開放検査 2020年6月 ～ 2020年12月 　目視検査,PT,肉測

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　構造物の配筋探査 2020年7月 ～ 2020年12月 　配筋探査（レーダー）

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　定修工事（一圧設備開放検査） 2020年8月 　目視検査,PT,肉厚測定

　ADEKA総合設備㈱ 　ＡＤＥＫＡ㈱鹿島工場 　タンク開放検査 2020年9月 ～ 2020年12月 　目視検査,RT,SUMP

　山九㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　配管減肉調査 2020年11月 　γ-Ray撮影→FCR処理

工　　　期

株式会社ニッケンエンジ



　２０１9年（平成３1年／令和元年）　　（敬称略）

客　先　名 納　入　先 工　事　名　称 主な検査内容

　日本鏡板工業㈱ 　 　鏡板（制作時）非破壊検査 2019年1月 ～ 2019年12月 　RT,PT,破壊試験

　小松川化工機㈱ 　 　製缶品の非破壊検査 2019年1月 ～ 2019年12月 　RT撮影,PT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱鹿島事業所 　球形タンク開放検査 2019年1月 ～ 2019年12月 　MT,肉測,SUMP

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱鹿島事業所 　各プラント　日常保全工事 2019年1月 ～ 2019年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱鹿島事業所 　配管減肉調査 2019年1月 ～ 2019年12月 　γ-Ray撮影→FCR処理

　㈱石井鐵工所 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2019年1月 ～ 2019年12月 　目視検査,RT,肉測,MT,PT

　日本化工機㈱鹿島工場 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2019年1月 ～ 2019年12月 　目視検査,RT,肉測,MT,PT

　鹿島北共同発電㈱ 　鹿島北共同発電所 　熱交換器　チューブ渦流探傷試験 2018年3月 　ＥＴ

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　ＰＥプラント定修工事（開放検査） 2019年5月 ～ 2019年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測、水浸UT

　高圧昭和ボンベ㈱ 　 　継目無し高圧ガス容器検査 2019年5月 ～ 2019年12月 　UT-N,UT-A,PT

　山九㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　ＥＯプラント定修工事（開放検査） 2019年6月 　目視検査,MT,PT,肉測

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　定修工事（一圧設備開放検査） 2019年8月 　目視検査,PT,肉厚測定

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　構造物の配筋探査 2019年9月 ～ 2019年12月 　配筋探査(ﾚｰﾀﾞｰ)

　ＡＤＥＫＡ総合設備㈱ 　ＡＤＥＫＡ㈱鹿島工場 　タンク開放検査 2019年9月 ～ 2019年12月 　目視検査,PT,真空検査

　山九㈱ 　三菱ケミカル㈱茨城事業所 　配管減肉調査 2019年10月 ～ 2019年12月 　γ-Ray撮影→FCR処理

　鹿島北共同発電㈱ 　鹿島北共同発電所 　２号復水器チューブ渦流探傷試験 2019年12月 　ET

　鹿島北共同発電㈱ 　鹿島北共同発電所 　２号　高圧給水加熱器チューブ水浸ＵＴ 2019年12月 　水浸UT

　（主たる工事のみ記載）

工　　　期

株式会社ニッケンエンジ



２０１８年（平成３０年） （敬称略）

客　先　名 納　入　先 工　事　名　称 主な検査内容

　日本鏡板工業㈱ 　 　鏡板（製作時）非破壊検査 2018年1月 ～ 2018年12月 　RT,PT,破壊試験

　小松川化工機㈱ 　 　製缶品の非破壊検査 2018年1月 ～ 2018年12月 　RT撮影,PT

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱鹿島事業所 　球形タンク開放検査 2018年1月 ～ 2018年12月 　MT,肉測,RT,SUMP

　　　　〃 　　　　　　　〃 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2018年1月 ～ 2018年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　各プラント　日常保全工事 2018年1月 ～ 2018年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　配管減肉調査 2018年1月 ～ 2018年2月 　γ-Ray撮影→FCR処理

　鹿島北共同発電㈱ 　鹿島北共同発電所 　熱交換器　チューブ渦流探傷試験 2018年3月 　ＥＴ

　三菱ケミカル㈱ 　三菱ケミカル㈱鹿島事業所 　ＰＥプラント定修工事（開放検査） 2018年5月 ～ 2018年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測、水浸UT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＰＮプラント定修工事（開放検査） 2018年5月 ～ 2018年6月 　目視検査,UT,MT,PT,肉測,ET

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＥＯプラント定修工事（開放検査） 2018年5月 ～ 2018年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉厚測定

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＢＰＡプラント定修工事（開放検査） 2018年5月 ～ 2018年6月 　目視検査,UT,PT,肉厚測定

　　　　〃 　　　　　　　〃 　Ｃｕ課定修工事（開放検査） 2018年5月 ～ 2018年6月 　目視検査,UT,MT,PT,肉厚測定

　㈱高田工業所 　三菱ケミカル㈱鹿島事業所 　ＨＰＧ配管　更新工事 2018年5月 ～ 2018年6月 　RT,PT,肉厚測定

　㈱三洋産業 　鹿島共同施設㈱ 　配管架構の配筋探査 2018年11月 　配筋探査

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　定修工事（一圧設備開放検査） 　目視検査,PT,肉厚測定

　大陽日酸㈱ 　ＪＸ金属㈱磯原工場 　合成炉（ＨＰＧ）開放検査 2018年8月 ～ 2018年12月 　目視検査,PT,肉測

　ＡＧＣ㈱ 　ＡＧＣ㈱鹿島工場 　オートクレーブ開放検査 2018年9月 　目視検査,MT,肉測(付帯工事含む)

　東京パワーテクノロジー 　鹿島パワー 　鹿島発電所２号機建設工事 2018年11月 　目視検査,PT

　（主たる工事のみ記載）

工　　　期

株式会社ニッケンエンジ



２０１７年（平成２９年） （敬称略）

客　先　名 納　入　先 工　事　名　称 主な検査内容

　日本鏡板工業㈱ 　 　鏡板（製作時）非破壊検査 2017年1月 ～ 2017年12月 　RT,PT,破壊試験

　小松川化工機㈱ 　 　製缶品の非破壊検査 2017年1月 ～ 2017年12月 　RT撮影,PT

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　球形タンク開放検査 2017年1月 ～ 2017年12月 　MT,肉測,RT,SUMP

　　　　〃 　　　　　　　〃 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2017年1月 ～ 2017年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　各プラント　日常保全工事 2017年1月 ～ 2017年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　エムイーシーテクノ㈱ 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場　定修工事（開放検査） 2017年2月 ～ 2017年3月 　目視検査,PT,肉厚測定

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　配管減肉調査 2017年1月 ～ 2017年2月 　γ-Ray撮影→FCR処理

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＰＥプラント定修工事（開放検査） 2017年5月 ～ 2017年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測、水浸UT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＥＯプラント定修工事（開放検査） 2017年5月 ～ 2017年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉厚測定

　エムイーシーテクノ㈱ 　日本乳化剤㈱鹿島工場 　高圧ガス機器開放検査 2017年6月 　目視検査,PT,肉測,SUMP

　ライオンエンジニアリング㈱ 　ライオンケミカル㈱鹿島工場 　高圧ガス設備　開放検査 2017年6月 　目視検査,PT,肉測

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　定修工事（一圧設備開放検査） 2017年8月 　目視検査,PT,肉厚測定

　大陽日酸㈱ 　ＪＸ金属㈱磯原工場 　合成炉（ＨＰＧ）開放検査 2017年10月 ～ 2017年12月 　目視検査,PT,肉測

　新日本非破壊検査㈱ 　鹿島パワー 　鉄水管現地ＲＴ撮影 2017年7月 ～ 2017年12月 　X-Ray撮影

　 　 　（主たる工事のみ記載）

工　　　期

株式会社ニッケンエンジ



２０１６年（平成２８年） （敬称略）

客　先　名 納　入　先 工　事　名　称 主な検査内容

　日本鏡板工業㈱ 　日本鏡板工業㈱ 　鏡板（製作時）非破壊検査 2016年1月 ～ 2016年12月 　RT,PT,破壊試験

　小松川化工機㈱ 　小松川化工機㈱ 　製缶品の非破壊検査 2016年1月 ～ 2016年12月 　RT撮影,PT

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　球形タンク開放検査 2016年1月 ～ 2016年12月 　MT,肉測,RT,SUMP

　　　　〃 　　　　　　　〃 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2016年1月 ～ 2016年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　各プラント　日常保全工事 2016年1月 ～ 2016年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　鹿島北共同発電㈱ 　鹿島北共同発電所 　復水器チューブ渦流探傷試験 2016年1月 　ＥＴ

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　配管減肉調査 2016年1月 ～ 2016年2月 　γ-Ray撮影→FCR処理

　エムイーシーテクノ㈱ 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場　定修工事（開放検査） 2015年2月 ～ 2015年3月 　目視検査,PT,肉厚測定

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　ＰＥプラント定修工事（開放検査） 2016年5月 ～ 2016年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測、水浸UT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＰＮプラント定修工事（開放検査） 2016年5月 ～ 2016年6月 　目視検査,UT,MT,PT,肉測,ET

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＥＯプラント定修工事（開放検査） 2016年5月 ～ 2016年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉厚測定

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＢＰＡプラント定修工事（開放検査） 2016年5月 ～ 2016年6月 　目視検査,UT,PT,肉厚測定

　　　　〃 　　　　　　　〃 　１Ｂｚプラント定修工事（開放検査） 2016年5月 ～ 2016年6月 　目視検査,UT,MT,PT,肉厚測定

　㈱ニチゾウテック 　三菱化学㈱鹿島事業所 　ＥＦ点検 2016年5月 ～ 2016年6月 　目視検査,PT,肉厚測定,SUMP

　エムイーシーテクノ㈱ 　日本乳化剤㈱鹿島工場 　高圧ガス機器開放検査 2015年6月 　目視検査,PT,肉測,SUMP

　㈱高田工業所 　三菱化学㈱鹿島事業所 　ＨＰＧ配管　新設工事 2016年5月 ～ 2016年6月 　RT,PT,肉厚測定

　日本化工機㈱ 　鹿島動力㈱ 　蒸気配管　新設工事 2016年4月 ～ 2016年6月 　RT,PT,肉厚測定

　㈱三洋産業 　鹿島共同施設㈱ 　配管架構の配筋探査 2016年5月 ～ 2016年6月 　配筋探査

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　定修工事（一圧設備開放検査） 2016年8月 　目視検査,PT,肉厚測定

　大陽日酸㈱ 　ＪＸ日鉱金属㈱磯原工場 　合成炉（ＨＰＧ）開放検査 2016年8月 ～ 2016年12月 　目視検査,PT,肉測

　旭硝子㈱ 　旭硝子㈱鹿島工場 　№１オートクレーブ開放検査 2016年12月 　目視検査,MT,肉測(付帯工事含む)

工　　　期

株式会社ニッケンエンジ



２０１５年（平成２７年） （敬称略）

客　先　名 納　入　先 工　事　名　称 主な検査内容

　日本鏡板工業㈱ 　日本鏡板工業㈱ 　鏡板（製作時）非破壊検査 2015年1月 ～ 2015年12月 　RT,PT,破壊試験

　小松川化工機㈱ 　小松川化工機㈱ 　製缶品の非破壊検査 2015年1月 ～ 2015年12月 　RT撮影,PT

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　球形タンク開放検査 2015年1月 ～ 2015年12月 　MT,肉測,RT,SUMP

　　　　〃 　　　　　　　〃 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2015年1月 ～ 2015年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　各プラント　日常保全工事 2015年1月 ～ 2015年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　エムイーシーテクノ㈱ 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場　定修工事（開放検査） 2015年2月 ～ 2015年3月 　目視検査,PT,肉厚測定

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　ＰＥプラント定修工事（開放検査） 2015年5月 ～ 2015年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測、水浸UT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＥＯプラント定修工事（開放検査） 2015年5月 ～ 2015年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉厚測定

　ＡＧＣエンジニアリング㈱ 　旭硝子㈱鹿島工場 　チューブ渦流探傷試験 2015年5月 　ＥＴ

　エムイーシーテクノ㈱ 　日本乳化剤㈱鹿島工場 　高圧ガス機器開放検査 2015年6月 　目視検査,PT,肉測,SUMP

　ライオンエンジニアリング㈱ 　ライオンケミカル㈱鹿島工場 　高圧ガス設備　開放検査 2015年6月 　目視検査,PT,肉測

　大陽日酸㈱ 　ＪＸ日鉱金属㈱磯原工場 　合成炉（ＨＰＧ）開放検査 2015年10月 ～ 2015年12月 　目視検査,PT,肉測

　㈱ナリックス 　首都高速 　橋梁の健全性確認 2015年6月 ～ 2015年12月 　MT

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　定修工事（一圧設備開放検査） 2015年8月 　目視検査,PT,肉厚測定

　旭硝子㈱ 　旭硝子㈱鹿島工場 　№２オートクレーブ開放検査 2015年9月 　目視検査,MT,肉測(付帯工事含む)

　第一正和工業 　㈱東芝 　ローター吊上用　治具 2015年10月 　UT-A

　ライオンエンジニアリング㈱ 　ライオンケミカル㈱鹿島工場 　精製設備開放検査 2015年12月 　目視検査,PT,肉厚測定

　鹿島北共同発電㈱ 　鹿島北共同発電所 　復水器チューブ渦流探傷試験 2015年12月 　ＥＴ

　　　　　　〃 　　　　　　〃 　配管外面腐食検査 2015年12月 　目視検査,PT,肉厚測定

　エムイーシーテクノ㈱ 　ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 　杉並・海老名水素ＳＴ定期点検 2015年11月 　目視検査,肉厚測定
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２０１４年（平成２６年） （敬称略）

客　先　名 納　入　先 工　事　名　称 主な検査内容

　日本鏡板工業㈱ 　日本鏡板工業㈱ 　鏡板（製作時）非破壊検査 2014年1月 ～ 2014年12月 　RT,PT,破壊試験

　小松川化工機㈱ 　小松川化工機㈱ 　製缶品の非破壊検査 2014年1月 ～ 2014年12月 　RT撮影,PT

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　球形タンク開放検査 2014年1月 ～ 2014年12月 　MT,肉測,RT,SUMP

　　　　〃 　　　　　　　〃 　危険物タンク開放検査・補修後検査 2014年1月 ～ 2014年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　各プラント　日常保全工事 2014年1月 ～ 2014年12月 　目視検査,RT,UT,肉測,MT,PT

　エムイーシーテクノ㈱ 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場 　ＪＳＰ㈱鹿島ＥＰＳ工場　定修工事（開放検査） 2014年2月 ～ 2014年3月 　目視検査,PT,肉厚測定

　㈱高田工業所 　三菱化学㈱鹿島事業所 　ＰＬプラント配管新設工事 2014年4月 ～ 2014年6月 　目視検査,PT

　三菱化学㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　ＰＥプラント定修工事（開放検査） 2014年5月 ～ 2014年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉測、水浸UT

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＥＯプラント定修工事（開放検査） 2014年5月 ～ 2014年6月 　目視検査,RT,UT,MT,PT,肉厚測定

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＢＰＡプラント定修工事（開放検査） 2014年5月 ～ 2014年6月 　目視検査,UT,MT,PT,肉厚測定

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＰＬプラント定修工事（外面腐食検査） 2014年5月 ～ 2014年6月 　目視検査,UT,MT,PT,肉厚測定

　　　　〃 　　　　　　　〃 　ＯＡ１プラント定修工事（開放検査） 2014年5月 ～ 2014年6月 　目視検査,UT,MT,PT,肉厚測定

　エムイーシーテクノ㈱ 　日本乳化剤㈱鹿島工場 　高圧ガス機器開放検査 2014年6月 　目視検査,PT,肉測,SUMP

　ライオンエンジニアリング㈱ 　ライオンケミカル㈱鹿島工場 　高圧ガス設備　開放検査 2014年6月 　目視検査,PT,肉測

　大陽日酸ＥＮＧ㈱ 　ＪＳＲ㈱鹿島工場 　液化窒素設備貯槽入替工事 2014年6月 　目視検査,PT,肉測

　三菱化学ＥＮＧ㈱ 　三菱化学㈱鹿島事業所 　チューブの割れ原因調査 2014年7月 ～ 2014年8月 　破壊試験

　㈱ナリックス 　首都高速 　橋梁の健全性確認 2014年8月 ～ 2014年12月 　MT

　鹿島設備工業㈱ 　高砂香料㈱鹿島工場 　ＳＣＣ工場８月工事 2014年8月 　目視検査,UT-A,PT

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　定修工事（一圧設備開放検査） 2014年8月 　目視検査,PT,肉厚測定

　旭硝子㈱ 　旭硝子㈱鹿島工場 　№３オートクレーブ開放検査 2014年9月 　目視検査,MT,肉測(付帯工事含む)

　㈱高田工業所 　花王㈱鹿島工場 　ＳＵＳ３０４製タンクの健全性確認 2014年10月 　金属組織試験(SUMP)

　大陽日酸 　ＪＸ日鉱日石金属㈱ 　合成炉（ＨＰＧ）開放検査 2014年10月 ～ 2014年12月 　目視検査,PT,肉厚測定

　エムイーシーテクノ㈱ 　竹本油脂㈱鹿島工場 　高圧ガス設備　開放検査 2013年10月

　ライオンエンジニアリング㈱ 　ライオンケミカル㈱鹿島工場 　精製設備開放検査 2014年12月 　目視検査,PT,肉厚測定

　エムイーシーテクノ㈱ 　ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱ 　東京・杉並水素ＳＴ配管工事 2014年12月 　目視検査,PT

工　　　期

株式会社ニッケンエンジ


