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私達のビジョン

/世界的にリードする海洋サービスプロバイダとして認識される
船の操作、ポート·アンダーウォーターサービス中です。

私たちのミッション
獲得開発し、権限を与え、コミットのチームを保持します。
すべての安全な操作のための費用対効果的かつ効率的なシステムを開発 して
海で、我々は港でビジネスを行って、
念頭に置いて環境保全を維持する。

私たちのモットー
我々は今、常にそれを行います

マネジメント＆スタッフ
リリー海事の PVT。 （株）

We will do it RIGHT
Now and Always!
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品質、安全·環境マネジメントシステム

私たちのビジョンや目標を達成するために、同社は最高の業界の慣行に沿った最優先の方針を次のように
確立しました。

A)
B)
C)
D)
E)

安全·環境·健康政策
品質方針
薬剤·アルコールポリシー
訓練政策
セキュリティポリシー

これらのポリシーは、定期的に見直され、目的や法律の変化に対応するために改訂されています。安全性の継続的
改善を通じて、技術サービス、環境マネジメントシステムの品質は、当社はその効率を高め、専門的かつ責任者と
しての評判を高めるために努力しています。

会社紹介
リー海事は、当社の行為 1956 の通り、1996 年 9 月 13 日にムンバイに登録インドの会社です。当社は、昇
格や適正露出と船舶運用と技術管理の経験を持つ海洋専門家によって管理されます。同社は、最先端のイ
ンフラ、テストプロセスや品質に焦点でサポートされている拡張性のある、人々に駆動組織として位置付
けられる。当社は、収益性の高い配当金の支払いカンパニーです。
当社は、サービスで所有者を出荷するためにレンダリングする
a.
シップマネージメント（技術·船員）
b.
マリンオイルターミナルの汚染防止
c.
桟橋操作およびピギングサービス
d.
船舶の船体及び設備のメンテナンス＆修理。
e.
. /ダイビングサービスと水中修理＆ビデオ撮影。
f.
陸上プラント建設
g.
船の有害物質の専門家。
当社は、充電中の船舶の性能を保証し、運用コストによって最適化します

 ISO 9001:2008 の標準に従って品質マネジメントシステムの実装
 実装 ISM コード＆国際海事機関の ISPS コード（IMO）
 タイプ、サイズ、および対象容器の貿易の経験を持つ STCW1995 条約の
要件に従って役員、ダイバーやクルーの慎重に選択する。
 TMSA レベル II の実装と TMSA レベル III に向けて取り組んでいます。

We will do it RIGHT
Now and Always!
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人事
ラティナ ケイ。クマール：（マネージングディレクター）
マドラス大学で機械工学を卒業。
交通学科による修飾がチーフエンジニア（クラス I モーターFG） U.K.
シップマネージメント、品質システムのさまざまな訓練を受けており、
デール·カーネギー研究所のロンドンで行わ時間管理のコースを完了した。
同社は、専用の専門家やサポートスタッフの強いチームのコアワーキンググループがあります

アル.バラクリシュナン：（最高財務責任者）
センティる。クマール（常駐マネージャ。アラブ首長国連邦）
大尉ラーフルヴァルマ（世代管理、運用）（管理責任者＆DP）
大尉 ミヒール チャウデュリー（玄マネージャー人事、SQE＆トレーニング）、
アンソニー·ピ チア（創世マネージャー）
スラブナス（技術監督）

認定
•

当社は、ISO9001 から 2008 と、MLC 条約の遵守のためのクラスの NK によって認定され
ています。

•

当社は、代表して、クラスの NK によるオイルタンカー＆その他の貨物船の認定のため
の監査を受けていた
a) パナマ
b) グレナディーン
C)サウジアラビア
d)アラブ首長国連邦

•

当社は、客船,その他の貨物船の国際安全管理（ISM）のコードに準拠しているインドの
行政に代わって DG 配送での認定のための監査を受けています

•

当社は、関連する募集と乗組員の配置の適用および役員（RPSL）に準拠しているインド
の行政に代わって商品のインドレジスタによる認定の監査を受けています。
We will do it RIGHT
Now and Always!
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活動
技術管理。
当社は、運転の責任を取り、可能なダウンタイム最小と国際安全規格に従って所有者の委託を受
け、海航船を維持する。 これには、;
 /企画日常のメンテナンス、航海の修理を実行すると
 船級協会との連絡と、法定と取引証明書の再検証のための調査を実
施しています。
 配置し、容器の維持のために競争力のあるコストで、スペアと消耗
品店舗を供給しています。
 計画とその期日に船舶の乾ドックを実施する
乗組員の管理。
能力と STCW95、安全配員証書の適合
同じような血管の営業/取り扱いの経験
の法的要件すなわち I.税、PF、および他のローカルユニオンに従って、MUI 協定の順守。
マトリックスコンプライア
当社はソースとは、効率的なマスターと乗組員のロースターを維持します。選択が含まれ;





能力と STCW95、安全配員証書の適合
同じような血管の営業/取り扱いの経験
 法的要件すなわち I.税、PF、および他のローカルユニオンに従って、
MUI 協定の順守。
マトリックスコンプライアンスのためのクルーの高い保持を維持します。

船舶修理＆メンテナンスショアベース。
当社は、エンジニアやオンボードのメンテナンスや修理を扱う専門家のチームを持っています。
これには、
オフショアダイビングサービス·水検査中
当社は、水中検査や調査目的のためのビデオ撮影の仕事を提供します。ダイビング会社は、IACS 船級協
会インド船級によって承認されています。
現在のクライアント：
Chemoil Adani PTE ,シンガポール、（株）
企業、ドバイのインターグロバールグループ
・ゴア海岸リゾート＆レクリエーションの PVT（株）
コヌーズ 送料ジェッダ、サウジアラビア。
・リライアンス·ポート·ターミナル（株）、ジャームナガル、
・カリタスインターナショナルトレーディング株式会社、米国
・レイトン業者インド株、
ビシャカパトナムポート信頼、
チェンナイ港·トラスト
We will do it RIGHT
Now and Always!

