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： インドネシアバリ島北方沖を曳航中のジャッキアップリグ「COSL Boss」
（カンゲアンエナジーインドネシア社提供）
中 上 ： マレーシア沖にて係留中の JDC セミサブ型リグ「HAKURYU-5」
（日本海洋掘削㈱提供）
中 下 ： 片貝ガス田にて稼働中の掘削リグ「1625-DE
（2）」（石油資源開発㈱提供）
左
： 南長岡ガス田にて稼働中の掘削リグ「1320 - UDBE
（No.2）」（国際石油開発帝石㈱提供）
Right
： Jack-Up Rig「COSL Boss」under tow off northern Bali Island , Indonesia（Provided by K a n g e a n E n e r g y I n d o n e s i a L t d . ）
Upper center ： Semi-Submersible Rig「HAKURYU-5」mooring off Malasia（Provided by JDC）
Lower center ： Drilling Rig「1625-DE
（2）」in the Katakai Gas Field（Provided by JAPEX）
Left
： Drilling Rig「1320 - UDBE
（No.2）」in the Minami Nagaoka Gas Field（Provided by INPEX）

