鋼製地下タンクFRP内面ライニング認定事業者
認定番号
1301
1701
1302
2301
2302
1702
4501
0101
0401
4301
1303
0102
4001
4601
1501
1201
1703
2801
3801
2501
1304
3301
2201
0402
2601
1305
1306
1401
2701
2702
3401
1502
1307
2202
0701
1801
4602
1202
4002
1403
4302
2001
1309
1311
1002
1704
0104
1101
2303
1204
1102
3201
0201
2401
0901
1503
4102
0105
4201
0106
2704
3101
4303
0107
3802
2203
1405
0501
1406
4401

認定種別
総合
総合
総合
管理・監督
施工
管理・監督
施工
総合
総合
総合
総合
総合
管理・監督
管理・監督
管理・監督
施工
施工
施工
施工
施工
管理・監督
施工
管理・監督
施工
管理・監督
施工
総合
管理・監督
総合
総合
管理・監督
管理・監督
総合
施工
施工
総合
管理・監督
管理・監督
管理・監督
総合
総合
管理・監督
総合
管理・監督
総合
管理・監督
総合
総合
総合
総合
総合
総合
総合
管理・監督
総合
総合
管理・監督
管理・監督
管理・監督
総合
管理・監督
施工
管理・監督
総合
施工
施工
総合
総合
総合
施工

事業者名
株式会社 サンフロイント
玉田工業株式会社
株式会社太陽油化
テクノネット株式会社
大栄化成株式会社
株式会社ＴＫテクノサービス
向陽化工株式会社
興和工業株式会社
東北システム油工有限会社
有限会社翔永企業
日東礦工商事株式会社
カワテックス株式会社
三和油機工業株式会社
第一興業開発株式会社
株式会社パンオイルサービス
日機材サービス株式会社
有限会社富来高分子
株式会社ダイエーメンテ
株式会社ミネモリ
株式会社エフアールピー産業
株式会社 タツノ サービス本部
関西防水工業株式会社
内田計器工業株式会社
株式会社中目工業
株式会社富永製作所
オクズミ設備株式会社
東洋ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社
日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞﾒｼﾞｬﾒﾝﾄ株式会社
有限会社三協商事
株式会社サンテック
株式会社マツノ技研
高森コーキ株式会社
日振工発株式会社
株式会社ニシムラ工業所
日本特殊止水工業株式会社
コーキ産業株式会社
真方工業有限会社
株式会社 東亜オイル興業所
株式会社 フチガミ
株式会社 新倉技研
有限会社 きぼう工研
長野精器株式会社
株式会社 サカエエネルギー
株式会社 工技研究所
第一工業株式会社
有限会社 ジャパンオイルサービス
株式会社 後藤工事
株式会社 こばやし産業
アステック東海有限会社
株式会社 油水分離
ムサシ産業株式会社
山陰興業株式会社
青森油化工業株式会社
株式会社 中部環境技術センター
株式会社 ＪＯＴＡ
新潟日本油設株式会社
有限会社 カン・テック
北斗興業株式会社
第一工業株式会社（長崎）
株式会社 油設保全センター
関西管工設備株式会社
株式会社 岡田商店
九州エナジーテック株式会社
株式会社 エムエス保全センター
今治メタリコン株式会社
駿河技建株式会社
株式会社 コーケン
株式会社 東総
有限会社 双葉油機
株式会社 大川技研

住所
東京都文京区本郷１－２０－３
石川県金沢市無量寺町ハ６１－１
東京都板橋区三園２－１２－２
愛知県名古屋市守山区青山台711
愛知県名古屋市西区見寄町７４番地
石川県金沢市無量寺町ハ６１－１
宮崎県延岡市大武町３９番地１０５
北海道登別市新栄町１番地１２
宮城県塩竈市新浜町１丁目１７番６号
熊本県熊本市東区八反田3丁目18番50号
東京都新宿区西新宿5丁目1番14号
北海道札幌市白石区菊水6条2丁目9-5
福岡県小郡市小郡字正尻１５７２－２
鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目3番地30
新潟県新潟市北区島見町2360-1
千葉県市川市市川4-6-9
石川県羽咋郡富来町酒見
兵庫県尼崎市浜田町5丁目6番地12
愛媛県新居浜市清水町8番16号
滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師１１７０－７
東京都港区三田3丁目2番6号
岡山県倉敷市東塚5丁目3番12号
静岡県浜松市中区八幡町150番地
宮城県仙台市泉区南中山三丁目３１番地１１
京都府京都市中京区西ノ京南両町８８
東京都台東区日本堤２－３－１
東京都港区六本木３－１８－１２
横浜市鶴見区鶴見中央３丁目９番２７号
大阪府大阪市港区弁天６丁目５番４０号
大阪府堺市築港浜寺西町7番地の8
広島県広島市中区広瀬町４番１４号
新潟県三条市南四日町４丁目８番１８号
東京都葛飾区東金町６丁目２１番１６号
静岡県袋井市大谷１２４３－１
福島県二本松市若宮一丁目93－1
福井県福井市西開発３丁目２０６番地
鹿児島県鹿児島市荒田２丁目３番１３号
千葉県八千代市上高野1728番地5
福岡県久留米市津福本町2300番地10
神奈川県横須賀市長坂4-8-44
熊本県熊本市東区長嶺東8丁目1－16
長野県上田市緑が丘１丁目１１番27号
東京都福生市熊川764
東京都中央区銀座7-17-14
群馬県伊勢崎市西小保方町336
石川県金沢市湊2丁目191番地3
北海道札幌市西区発寒15条13丁目1-15
埼玉県朝霞市上内間木317-5
愛知県愛西市西條町伊重81番地2
千葉県千葉市稲毛区山王町213-3
埼玉県さいたま市見沼区東門前447-5
島根県出雲市神西沖町2487番地5
青森県青森市駒込字蛍沢379-8
三重県松坂市伊勢寺町3289-3
栃木県鹿沼市茂呂244-10
新潟県新潟市北区新崎5068番地
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄2番地43
北海道北斗市七重浜6丁目4番1号
長崎県佐世保市指方町765－1
北海道旭川市旭神二条1丁目2番20号
大阪府大阪市西淀川区御幣島6丁目12番9号
鳥取県米子市上福原673番地4
熊本県熊本市龍田2丁目29－15
北海道札幌市北区太平3条3丁目1－35
愛媛県今治市大新田町2丁目2番43号
静岡県静岡市清水区能島240番地
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町12番７
秋田県秋田市新屋豊町1番58号
神奈川県厚木市林2-10-13
大分県大分市大字鶴崎1810番地の1

H29.1.1
電話
03-3818-7868
076-267-4888
03-3938-0022
052-799-5701
052-502-1165
076-267-4447
0982-33-2837
0143-88-1101
022-361-1455
096-388-0065
03-6915-0770
011-817 -5252
0942-72-0095
099-261-7400
025-255-2870
047-300-7771
0767-42-0411
06-4869-5515
0897-32-4285
0748-58-0031
050-9000-0629
086-456-3131
053-471-3251
022-379-3128
075-802-1181
03-3874-4437
03-3583-6305
045-504-7503
06-6577-9501
072-268-0404
082-292-3541
0256-34-3361
03-3600-2722
0538-48-7100
0243-23-3491
0776-53-3555
099-258-2660
047-485-7162
0942-38-5283
046-855-5750
096-237-6730
0268-22-5515
042-551-0475
03-3549-1237
0270-62-1512
076-238-7654
011-661-3667
048-456-1151
0567-55-8188
043-424-0647
048-681-5353
0853-43-0159
017-742-4591
0598-58-3110
0289-76-4910
025-258-4166
0952-41-1831
0138-49-2021
0956-27-3271
0166-65-6020
06-6475-3341
0859-33-5151
096-348-0077
011-773-7174
0898-23-4428
054-368-5552
045-778-3771
018-864-6919
046-224-1956
097-523-3888

1407
1313
4304
4305
2204
1802
1601
3402
0404
0108
0301
0601
2705
2802
1314
3202
4402
2101
0109
2304
3403
2803
0302
0110
2706

管理・監督
管理・監督
総合
施工
施工
施工
施工
施工
総合
管理・監督
管理・監督
管理・監督
施工
施工
施工
管理・監督
総合
総合
管理・監督
管理・監督
総合
総合
総合
管理・監督
管理・監督

ケーアイケーエンジニアリング株式会社
㈲エンバイロ・テック・インターナショナル
株式会社 ヤハラ製缶
株式会社 堀甲製作所
株式会社 清静レジン
有限会社 タケシマ
株式会社プラテックス
SGエンジニアリング株式会社
東日本油化工業株式会社
株式会社 M・I・C
株式会社 東北ビルド
プラントサービス株式会社
株式会社 近藤建装
株式会社 ケーズクリエイト
株式会社 ＮＩＴＴＯＨ
株式会社 ダイカ
株式会社 誠和
有限会社 岐大工業所
日本土木株式会社
株式会社 荒木石油店
有限会社 上山製作所
株式会社 出雲建設
株式会社 東北油化
全日計株式会社
株式会社 コス

神奈川県横浜市港南区日野南6-43-3
東京都千代田区東神田2丁目8番15号
熊本県宇城市豊野町巣林１400-7
熊本県上天草市姫戸町二間戸6017
静岡県静岡市北沼上850番地の1
福井県坂井市春江町中筋北浦102
富山県富山市八町東513-2
広島県広島市西区草津東1丁目11-51
宮城県仙台市若林区卸町東5丁目3番16号
北海道苫小牧市新中野町3丁目1番12号
岩手県盛岡市北天昌寺町18番54号
山形県新庄市宮内町5番10号
大阪府守口市南寺方東通6-5-10

045-892-5100
03-5823-8441
0964-45-3585
0969-58-2241
054-266-2232
0776-51-6957
076-435-2961
082-273-6954
022-762-6850
0144-38-8282
019-645-2456
0233-22-1345
06-6993-3378
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1058番地の19 078-978-1192
東京都町田市小山ヶ丘3丁目2番地16
042-798-5210
島根県松江市乃白町312-10
0852-22-2548
大分県大分市高松東3丁目6番9号
097-574-7408
岐阜県美濃市笠神1350番地の1
0575-35-1343
北海道函館市東山町185-1
0138-42-1626
愛知県豊橋市下地町字橋口160番地の1
0532-52-1371
広島県安芸郡府中町新地1番地43号
082-281-5661
兵庫県淡路市中田402
0799-62-4455
岩手県盛岡市黒川22地割77番地
019-696-5656
北海道北広島市大曲緑ケ丘2丁目4番2号
011-370-5457
大阪府大阪市大正区南恩加島7丁目1番82号 06-4394-1360

総合事業者・・・・FRP内面ライニング施工に関して、土木工事、タンク内清掃、対象地下タンクの健全性評価か
らライニング施工、施工後の検査までの全施工工程について実施し、施工管理・安全管理を行
う事業者
施工事業者・・・・FRP内面ライニング施工の全施工工程のうち、FRPライニング施工に係る部分のみを実施
し、健全性評価等までの他の工程については、「総合」又は「管理監督」を行う認定事業者と
の契約により実施する事業者
管理・監督事業者・・・FRP内面ライニング施工の全施工工程のうち、FRPライニング施工に係る部分は自社では
実施せず施工事業者との契約により実施するが、全施工工程について施工管理・安全管理
を行う事業者
認定事業者が適切に施工した地下タンクには、ライニング証明書、ライニング済証(シール)を発行しています

