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■焼却場(クリーンセンター／汚泥焼却／産廃焼却)

北海道 十勝環境複合事務組合くりりんセンター、利尻郡清掃施設組合
〃 南宗谷衛生施設組合浜頓別クリーンセンター、日本環境安全事業㈱

青森県 青森市焼却場、八戸地域広域市町村圏事務組合八戸清掃工場
岩手県 東盤衛生処理組合

宮城県 栗原地域広域行政組合栗原クリーンセンター、
〃 黒川地域行政事務組合環境管理センター、登米市環境事業所クリーンセンター

秋田県 秋田市清掃センター
山形県 尾花沢市環境衛生センター、酒田地区クリーン組合
福島県 日化新菱㈱

茨城県 潮来クリーンセンター、潮来浄化センタ－、下館市焼却場、常総衛生組合
〃 筑西環境センター､筑北環境衛生組合クリーンセンター､筑波広域市町村焼却炉

栃木県 宇都宮市下荒針清掃センター、黒磯市清掃センター、日光市野口清掃センター
〃 小山広域中央清掃クリーンセンター、栃木ハイトラスト㈱、㈱ダイセキＭＣＲ

群馬県 伊勢崎市清掃リサイクルセンター２１、富岡市清掃センター
埼玉県 小川地区衛生組合ごみ焼却場、川口市朝日環境センター、杉戸町環境センター
〃 久喜宮代清掃組合八甫清掃センター、埼玉西部環境保全組合高倉クリーンセンター
〃 所沢市西部クリーンセンター、鳩ケ谷焼却場、蕨戸田衛生センター組合
〃 オリエンタルエンヂニアリング㈱

千葉県 いすみ環境衛生組合、市原市福増クリーンセンター、浦安市クリーンセンター
〃 小見川町外二ヶ町清掃組合、香取広域市町村事務組合､柏市北部クリーンセンター
〃 鎌ケ谷市クリーンセンター、佐倉市酒々井町清掃組合酒々井リサイクルセンター
〃 流山市クリーンセンター、野田市焼却場、船橋市南部清掃工場、㈱和光サービス

東京都 町田市役所清掃事業部清掃工場、東京都清掃局、柳泉園組合ごみ処理施設
神奈川県 横浜市南戸塚焼却場、愛川町環境管理センター、箱根町環境センター
新潟県 エコプラント魚沼(小出郷)、上越市第２クリーンセンター
富山県 石﨑産業㈱

石川県 加賀市環境美化センタ－
福井県 敦賀市清掃センター、福井市クリーンセンター
山梨県 上野原市クリーンセンター、甲府市環境センター、山中湖村クリーンセンター
長野県 大町市環境プラント、塩尻朝日衛生施設組合クリーンセンター
〃 穂高広域施設組合穂高クリーンセンター

岐阜県 稲沢市衛生組合、大垣市米野清掃センター、岐阜市東部クリーンセンター
〃 西濃環境整備組合

静岡県 大井川環境センター、静岡市沼上清掃工場、浜岡町高松浄化センター
〃 湖西市環境クリーンセンター、藤枝環境管理センター、雄踏町焼却場

愛知県 春日井市衛生プラント、衣浦衛生組合クリーンセンター衣浦、知多市焼却場
〃 名古屋市環境事業局施設部鳴海工場、半田市クリーンセンター
〃 北設衛生組合中田クリーンセンター、稲沢市外町衛生組合稲沢市清掃センター

三重県 伊賀上野市クリーンセンター、津市西部クリーンセンター
滋賀県 大津市環境美化センター、湖南衛生組合汚泥焼却場
京都府 京都市上下水道局鳥羽水環境保全センター、京都市洛西浄化センター
大阪府 熊取町環境センター、箕面市環境クリーンセンター、㈱サンキット研究所
兵庫県 神戸市西部下水処理場、多紀郡清掃センター、三木市清掃センター
和歌山県 白浜町清掃センター、橋本市クリーンセンター
岡山県 岡山西部環境整備施設組合里庄清掃工場、岡山西部衛生組合井笠広域クリーンセンター
〃 岡山県環境保全事業団水島クリーンセンター、倉敷西部清掃施設組合

広島県 廿日市市清掃センター
山口県 下関市環境センター彦島終末処理場

徳島県 鳴門市焼却場、吉野川環境整備組合
香川県 津田町焼却場
愛媛県 宇和島地区施設事務組合鬼北環境センター､大洲市環境センター､北条クリーンセンター
〃 西条市道前クリーンセンター、四国中央市クリーンセンター、新居浜市一般廃棄物中間処理施設

高知県 宇賀清掃工場、高知市南清掃工場、高播西部衛生施設組合クリーンセンター銀河
福岡県 大野城市環境処理センター、遠賀中間地域広域行政事務組合岡垣清掃センター
長崎県 壱岐市芦辺町クリーンセンター、壱岐市勝本町クリーン＆リサイクルセンター
〃 長崎市木鉢焼却場

熊本県 宇城広域連合宇土富合清掃センター組合
大分県 臼杵市清掃センター
鹿児島県 肝付東部衛生処理場
沖縄県 ㈱倉敷環境

［敬称略］
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■電力会社関連

電源開発㈱

松浦火力発電所､若松火力発電所､松島火力発電所､竹原火力発電所､高砂火力発電所、磯子火力発電所

橘湾火力発電所

北海道電力㈱

苫東厚真発電所、砂川発電所、知内発電所

東北電力㈱

仙台火力発電所、新仙台火力発電所、能代火力発電所、原町火力発電所

中部電力㈱

四日市火力発電所、碧南火力発電所

㈱ＪＥＲＡ

碧南火力発電所

北陸電力㈱

富山新港火力発電所、七尾太田火力発電所、敦賀火力発電所

関西電力㈱

海南発電所

中国電力㈱

新小野田発電所、水島発電所、新宇部発電所、大崎発電所

四国電力㈱

西条発電所、橘湾発電所

九州電力㈱

苅田発電所、芦辺発電所、松浦発電所、唐津発電所、港発電所、豊玉発電所、竜郷発電所、

壱岐発電所、種子島発電所

沖縄電力㈱

具志川火力発電所、金武火力発電所

酒田共同火力発電㈱

相馬共同火力発電㈱

常磐共同火力㈱

鹿島共同火力㈱

新潟共同火力発電㈱

富山共同火力発電㈱

日本原子力発電㈱

核燃料サイクル機構

工業技術院

■発電関連

中山名古屋共同発電㈱ 名古屋発電所

住友共同電力㈱ 新居浜火力発電所

住友共同電力㈱ 壬生川火力発電所

神鋼神戸発電㈱ 神鋼神戸発電所

㈱ユービーイーパワーセンター 宇部発電所

新日本製鐵㈱ 東海火力発電所

東レ㈱ 愛媛工場発電設備

住友大阪セメント㈱ 高知発電設備

住友大阪セメント㈱ 赤穂発電所

太平洋セメント㈱ 土佐工場発電所

住友金属工業㈱ 鹿島火力発電所

いわき大王製紙㈱ いわき工場火力発電所

王子製紙㈱ 日南工場発電設備

丸住製紙㈱ 大江工場汽力発電所

［敬称略］
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■バイオマス発電関連

市原グリーン電力㈱ 市原火力発電所バイオマスボイラ設備

市原バイオマス発電㈱

エア･ウォーター&エネルギア･パワー㈱ 防府バイオマス･石炭混焼発電所

海田バイオマスパワー㈱ 海田発電所

川崎バイオマス発電㈱

苅田バイオマスエナジー㈱ 苅田バイオマス発電所

霧島木質発電㈱ 霧島木質発電所

㈱グリーンエネルギー北陸 バイオマス発電設備

㈱グリーンバイオマスファクトリー 宮崎都農発電所

㈱グリーン発電会津 河東発電所

㈱グリーン発電大分 天瀬発電所

サミット酒田パワー㈱ 酒田バイオマス発電所

サミット半田パワー㈱ 半田バイオマス発電所

サミット明星パワー㈱ 明星セメント糸魚川バイオマス発電所

千葉グリーン電力㈱ バイオマス発電所

敦賀グリーンパワー㈱ バイオマス発電設備

㈱野田バイオパワーＪＰ 野田バイオマス発電所

㈱ＢＰＳ大東 龍間発電所

㈱バイオパワーステーション新潟

㈱宮崎森林発電所 バイオマスボイラ発電設備

みやざきバイオマスリサイクル㈱ 発電設備

室蘭バイオマス発電合同会社 室蘭バイオマス発電所

㈱紋別バイオマス発電㈱

ユナイテッドリニューアブルエナジー㈱ 向浜発電所バイオマス発電設備

旭化成ケミカルズ㈱ 岡富バイオマス発電設備

住友大阪セメント㈱ 栃木工場木質バイオマス発電設備

日本合成化学工業㈱ 熊本工場バイオマスボイラ設備

日本製紙㈱ 旭川工場バイオマス発電設備

日本製紙㈱ 白老工場循環流動層バイオマス発電設備

日本製紙㈱ 岩沼工場発電バイオマス発電設備

日本製紙㈱ 富士工場バイオマス発電設備

中越パルプ㈱ 二塚工場イオマス発電ボイラ設備

高砂製紙㈱ 本社工場バイオマス発電ボイラ設備

北越製紙㈱ 関東(勝田)工場バイオマス発電設備

㈱日本海水 赤穂工場バイオマスボイラ設備

■ガス関連

東京ガス㈱

大阪ガス㈱

東邦ガス㈱

北陸ガス㈱

東部ガス㈱

［敬称略］
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■鉄鋼・非鉄金属

愛知製鋼㈱

小名浜製錬㈱

川崎製鉄㈱（千葉、水島）

㈱久保田鉄工所

㈱栗本鉄工所

㈱神戸製鋼所（神戸、灘浜、加古川、真岡、茨木）

昭和軽金属㈱

ＪＦＥスチール㈱ （千葉地区、倉敷地区、水島地区）

新日本製鉄㈱（八幡、戸畑、大分、広畑、堺、名古屋、君津、釜石、室蘭）

日本製鉄㈱（八幡、戸畑、小倉地区、和歌山、室蘭）

住友金属工業㈱（小倉、尼崎、和歌山、鹿島）

住友金属鉱山㈱（東予）

住友軽金属㈱（名古屋）

住金鋼管㈱

㈱大紀アルミニュウム工業所（結城）

大同特殊鋼㈱

トーアスチール㈱（姫路）

東京製鉄㈱（宇都宮）

東洋鋼鈑㈱（下松）

同和鉱業㈱（小坂）

長崎金属工業㈱

㈱中山製鋼所

㈱新潟鉄工所（大田）

日新製鋼㈱（呉）

日本軽金属㈱（清水、蒲原）

日本鋼管㈱（京浜、福山）

日本鉱業㈱（佐賀関、日立、三日市）

日本コークス工業㈱

日鉱製錬㈱（佐賀関）

パンパシフィック･カッパー㈱

日本製鋼㈱（室蘭、広島）

日本ニッケル㈱（敦賀）

日立金属㈱

㈱日向製錬所

古河電工㈱（日光）

北海製鉄㈱

三井アルミ㈱

三井金属㈱（神岡、竹原）

三井鉱山㈱（北九州）

三井化学㈱（大阪）

三池製錬㈱

三菱製鋼㈱

三菱マテリアル㈱（直島）

山口鋼業㈱

［敬称略］
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■造船・建設・プラント

石川島播磨重工業㈱（豊洲、相生、呉、横浜技術研究所）

今治造船㈱

㈱荏原製作所、荏原エンジニアリングサービス㈱、㈱荏原電産

鹿島建設㈱（技術研究所）

川崎重工業㈱（神戸、明石）

清水建設㈱

信越エンジニアリング㈱

㈱新来島どっく

住友重機械工業㈱、住友プラントサービス㈱

綜研化学㈱、綜研テクニックス㈱

㈱太平洋製作所

太陽筑炉工業㈱

㈱竹中工務店（技術研究所）

中外炉工業㈱

千代田化工建設㈱

東洋エンジニアリング㈱

日揮㈱

日石エンジニアリング㈱

㈱日本製鋼所

日本鋼管㈱

日立化成テクノプラント㈱

日立造船㈱

日立プラント建設㈱

三井造船㈱（玉野、千葉）

三菱重工業㈱（横浜、神戸、広島、長崎、水島,高砂）

■石油精製

秋田石油備蓄㈱

アジア石油㈱（横浜）

出光興産㈱（苫小牧、千葉、愛知）

九州石油㈱（大分）

コスモ石油㈱（千葉、四日市）

コスモ松山石油㈱

ジャパンエナジ－（水島、知多）

ＪＸＴＧエネルギー㈱（川崎、根岸、知多、水島）

昭和シェル石油㈱（中央研究所）

新日本石油基地㈱ （喜入）

西部石油㈱（山口）

ゼネラル石油㈱（川崎）

大協石油㈱（四日市）

太陽石油㈱（四国）

東亜燃料工業㈱（和歌山、川崎）

日本鉱業㈱（水島、知多、船川）

日本コム㈱

日本石油精製㈱（中央研究所、横浜、根岸、室蘭、喜入、下松）

福井石油備蓄㈱

不二石油㈱

北海道石油備蓄㈱

丸善石油㈱（千葉、下津、松山）

三菱石油㈱（水島）

和歌山石油精製㈱

［敬称略］



- 6 -

■電機・機械等

曙ブレーキ工業㈱

Ａ・Ｂ・Ｂ㈱
㈱飯田製作所

泉化工機㈱

㈱荏原製作所
奥羽日立商品㈱

㈱大川原製作所
カジマメカトロエンジニアリング㈱

ガデリウス㈱

関東電化工業㈱（水島）

協同特殊鋼線㈱

㈲京和エンジニアリング

栗田工業㈱
栗本鉄工㈱
甲南ユーテイリテイ㈱

㈱小松製作所（小山、小松）
㈱佐々木電機本店

佐竹化学機械㈱
三機工業㈱
㈱ＧＳ･ユアサ･パワーサプライ

㈱島津製作所
ジャパンファインスチール㈱

末吉工業㈱

住友重機械工業㈱
ダイハツディーゼル㈱
㈱タクマ
㈱チノ－
㈱長府製作所

㈱東芝（府中）
那須電機鉄工㈱

新潟原動機㈱
日台マシナリー㈱

日本エアフィルタ㈱
日本ガイシ㈱
日本楽器㈱
日本ドナルドソン㈱

日本発条㈱（名古屋）
日本ビクター㈱
バブコック日立㈱
㈱日立製作所（日立、水戸、那珂）
日立マクセル㈱

藤倉電線㈱

富士電機㈱
藤光精機㈱

㈱堀場製作所
松下住設機器㈱

松下電工㈱（新潟）

ミウラ化学装置㈱

三菱化工機㈱
三菱電機㈱（神戸、伊丹）
明治電機工業㈱

安川電機㈱
山武ハネウェル㈱
ヤンマー㈱
湯浅蓄電池㈱（福知山）
横河電機㈱

［敬称略］
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■化学・繊維

旭エンジニアリング㈱

旭ダウケミカル㈱

旭化成ケミカルズ㈱

旭化成㈱（延岡、福岡、岩国、水島、静岡、富士、川崎、苫小牧、白老）

石原産業㈱（四日市）

宇部化学工業㈱

宇部アンモニア工業

宇部興産㈱

㈱エスイーシー（京都）

ＮＳスチレンモノマー㈱（大分）

大分ケミカル㈱

花王㈱（川崎、酒田、和歌山）

カネボウ㈱（防府）

関西熱化学工業㈱

協和カーボン㈱（岡山）

協和醗酵㈱（防府、富士）

協和油化㈱

㈱クラレ（鹿島、新潟）

呉羽化学工業㈱（いわき）

ＫＨネオケム㈱（四日市）

小西六写真工業㈱

三洋化成㈱

ＪＳＲ㈱（千葉、四日市）

ＪＸＴＧエネルギー㈱（川崎）

四国化成工業㈱

シポレックス㈱（栃木）

昭和キャボット㈱（千葉、鹿島）

キャボットジャパン㈱（千葉）

昭和電工㈱（横浜、川崎、秩父、塩尻、大分）

昭和油化㈱（大分）

信越化学㈱

新日鐵化学㈱（君津、戸畑）

新日鐵住金化学㈱（九州）

新日本化学工業㈱（小名浜）

住金化工㈱

住友化学㈱（三沢、和歌山）

ダイアホイルヘキスト㈱

ダイセル化学工業㈱（大竹、新井、網干）

ダイセル㈱（新井）

大日精化工業㈱（東海）

大日本インキ化学工業㈱

ＤＩＣ㈱

チッソ㈱（水俣、水島）

チッソ石油化学㈱（五井）

帝人㈱（岩国、徳山、松山）

帝人ファイバー㈱（松山）

電気化学工業㈱（青梅）

東海カーボン㈱（茅ケ崎）

東ソー㈱（徳山、四日市、南陽）

東北東ソー化学㈱

東燃石化工業㈱

東燃化学㈱（川崎）

東邦ベスロン㈱（三島）

東邦テナックス㈱（三島）

東洋紡績㈱（名古屋）

東レ㈱（名古屋、三島、滋賀）
徳山曹達㈱

㈱トクヤマ ［敬称略］
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■化学・繊維（承前）

苫小牧ケミカル㈱

日揮化学㈱

日軽化工㈱

日産化学工業㈱（小野田）

日清紡㈱（美合）

日石化学工業㈱（川崎）

日曹エンジニアリング㈱（富山）

日素工業㈱（いわき）

日鉄ケミカル＆マテリアル㈱（九州）

日本エクスラン工業㈱（西大寺）

日本化成工業㈱（小名浜）

日本合成化学工業㈱

日本ゼオン㈱（高岡）

日本石油化学㈱（川崎）

日本曹達㈱（富山、二本木）

日本電工㈱（徳島）

日本ポリマー工業㈱

日油㈱（大分）

日立化成工業㈱（下館）

㈱瓢屋

富士写真フィルム㈱（富士宮、吉田南、足柄、小田原）

二村化学工業㈱

ヘキスト合成㈱（大垣）

㈱ベルポリエステルプロダクツ

ホクネン化学工業㈱

丸善石油化学㈱

三井東圧化学㈱（名古屋、大阪、下関）

三井鉱山化成㈱

三井化学㈱

三菱アセテート㈱（富山）

三菱化学㈱（黒崎、坂出、四日市）

三菱瓦斯化学㈱（新潟、四日市）

三菱化成工業㈱（鹿島、名古屋、四日市、水島、坂出、黒崎）

三菱化成ビニル㈱（名古屋）

三菱樹脂㈱（長浜）

三菱モンサント化成㈱（四日市）

三菱レイヨン㈱（富山）

御幸毛織㈱

諸星インキ㈱（東京、横浜）

ユニオン昭和㈱（四日市）

ユニチカ㈱（岡崎）

ライオン㈱（小田原）

■車両・タイヤ

㈱いすゞ自動車

㈱いすゞキャステック

トヨタ自動車㈱（元町、明知、九州）

日産自動車㈱（栃木、磯子、相模原、座間、蒲原、九州）

日産車体㈱（平塚、九里浜）

富士重工業㈱（矢島、群馬）

ブリヂストン㈱（防府、久留米、鳥栖、甘木、下関、彦根、横浜、東京、上尾、栃木、千歳）

本田技研工業㈱

マツダ㈱（防府）

三菱自動車工業㈱（川崎、中津）

三菱ふそうトラック・バス㈱（中津）

横浜ゴム㈱（新城、尾道） ［敬称略］
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■セメント・硝子

旭硝子㈱（千葉、鹿島）

麻生セメント㈱（苅田）

伊佐セメント㈱

宇部興産㈱（宇部、山口、伊佐、苅田）

小野田セメント㈱（戸畑、津久見）

ＫＹＣ㈱（富田）

品川炉材㈱

新日鐵関東エスメント㈱（君津）

住友大阪セメント㈱（高知、赤穂、四倉）

住友セメント㈱（赤穂、四倉、栃木）

第一セメント㈱（川崎）

秩父セメント㈱（秩父第一、秩父第二、熊谷）

秩父小野田㈱（熊谷）

千葉リバーメント㈱

大平洋セメント（土佐、佐伯、熊谷）

敦賀セメント㈱

東陶機器㈱（中津、小倉）

日鉄高炉セメント㈱

㈱日本石灰工業所（千葉）

日本セメント㈱（佐伯、香春、門司、糸崎、土佐、西多摩、上磯、埼玉）

日本電気碍子㈱（大津、高月）

三井金属パーライト㈱（会津）

三菱鉱業セメント㈱（横瀬、横浜、東谷、埼玉）

明星セメント㈱（糸魚川）

山口エコテック㈱

■製紙・パルプ

赤平製紙㈱

愛媛製紙㈱（三島）

王子製紙㈱（釧路、苫小牧、江別、江戸川、富士、春日井、松江、米子、呉、日南）

春日製紙工業㈱

神崎製紙㈱

紀州製紙㈱（紀州）

共人パルプ㈱（佐伯）

三興製紙㈱

山陽国策パルプ㈱（旭川、江津）

十條製紙㈱（石巻、釧路）

住友製紙㈱（川之江）

摂津板紙㈱

大王製紙㈱（いわき、三島）

大昭和製紙㈱（富士、静岡、白老、吉永）

高砂製紙㈱（水海道）

中越パルプ㈱（川内、千葉、二塚、能町）

中央板紙㈱（東邦）

東海パルプ㈱（静岡）

東洋パルプ㈱（呉）

特殊製紙㈱（岐阜）

巴川製紙㈱（静岡、新宮）

日本製紙㈱（旭川、釧路、白老、石巻、岩沼、東京、富士、江津、新港、岩国）

日本大昭和板紙㈱（大竹）

日本パルプ工業㈱（日南）

北越製紙㈱（市川、勝田）

本州製紙㈱（釧路）

丸住製紙㈱（大江、川之江）

三菱製紙㈱（中川）

レンゴー㈱（利根川） ［敬称略］
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■製薬
天野エンザイム㈱（養老）
㈱エーピーアイコーポレーション（いわき）
ＭＳＤ㈱（妻沼）
大塚製薬㈱（徳島）
キッセイ薬品工業㈱（松本）
京都薬品工業㈱
協和発酵工業㈱（富士、防府）
協和発酵キリン㈱（富士）
協和医療開発㈱
㈱興人（佐伯）
興和㈱（真岡）
三亜製薬㈱（山形）
三共㈱（品川、平塚、大阪）
塩野義製薬㈱（金ヶ崎）
住友製薬㈱（茨木）
第一三共プロファーマ㈱（平塚、高槻）
第一製薬㈱（静岡、秋田、淀川）
大正製薬㈱（大宮）
大日本住友製薬㈱（茨木）
大洋薬品工業㈱（高山）
武田薬品工業㈱
田辺製薬㈱（いわき）
中外製薬㈱
東和薬品㈱（山形、岡山）
日本ケミファ㈱（茨城）
日本シェーリング㈱（茂原）
日本ベーリンガーインゲルハイム㈱（山形）
日本ヘキスト･マリオン･ルセル㈱
萬有製薬㈱（妻沼）
藤沢薬品工業㈱（静岡）
持田製薬㈱（大田原）
有機合成薬品工業㈱
吉富製薬㈱（久寿）
ワーナーランバート㈱

■食品
アサヒビール㈱（明石）
味の素㈱（九州、佐賀、鈴鹿、東海）
雲海酒造㈱（五ヶ瀬）
塩水港精糖㈱（横浜）
協同乳業㈱（東京）
キリンシーグラム㈱（相模）
キリンビール㈱（東京、横浜、栃木、取手、高崎、仙台、名古屋、京都、滋賀、岡山、徳山）
サッポロビール㈱（静岡、北関東）
サントリー㈱（東京、武蔵野）、サントリー食品工業㈱（多摩川、宇治川）
昭和産業㈱（鶴見、鹿島）
第一糖業㈱（日向、宮崎）
東洋製油㈱（千葉）
㈱ナガノトマト（松本）
鳴門塩業㈱
ニッカウヰスキー㈱（仙台）
日産農林㈱（大船戸）
日新製糖㈱（東京）
㈱日本海水（赤穂）
(社)日本缶詰協会
日本食品化工㈱（富士）
日本食品工業㈱
日本たばこ産業㈱（防府）
日本甜菜製糖㈱（芽室）
日本澱粉工業㈱
ネスレマニュファクチャリング㈱（島田）
林合名会社
福徳長酒類㈱
フジ製糖㈱（清水）、フジ日本製糖㈱（清水）
三井製糖㈱（芝浦）
ミヨシ油脂㈱
明治製菓㈱（淀川、大淀、小田原）、明治乳業㈱（旭川）
森永乳業㈱（中屯別）
雪印乳業㈱（群馬） ［敬称略］
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■主な輸出先国

アジア

韓国 発電プラント

〃 製鉄プラント

〃 ゴミ焼却プラント

中国 セメントプラント

〃 ゴミ焼却プラント

〃 発電プラント

〃 製鉄プラント

台湾 発電プラント

〃 ゴミ焼却プラント

〃 セメントプラント

香港 発電プラント

インドネシア 化学プラント

マレーシア 発電プラント

シンガポール 精油プラント

〃 セメントプラント

〃 化学プラント

フィリピン 精油プラント

ベトナム セメントプラント

〃 発電プラント

インド 発電プラント

〃 化学肥料プラント

イラン 発電プラント

イラク セメントプラント

クウェート 発電プラント

サウジアラビア 海水淡水化プラント

〃 精油プラント

ドバイ 発電プラント

北イエメン セメントプラント

リビア セメントプラント

シリア 発電プラント

トルコ 精油プラント

ロシア スラッジ焼却炉

ヨーロッパ

ドイツ 廃油再生プラント

南北アメリカ

メキシコ 発電プラント

ドミニカ 発電プラント

ブラジル 発電プラント

〃 アルミ精錬プラント

チリ 発電プラント

［敬称略］


