
2016.8 現在

年度 月 客先 工事名称 製品名称

2015 9 川重冷熱工業㈱ 工場設備 低温胴自動拡管装置改修工事

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 名古屋駅前新ﾋﾞﾙ 制振装置

川崎重工業㈱　ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 工場設備 ﾎﾞｲﾗﾊﾟﾈﾙ用架台製作

川崎重工業㈱　西神戸工場 工場設備 KBK軽量ﾌﾘｰｸﾚｰﾝ×2台

㈱コスモテック H-ⅡAﾛｹｯﾄ射点設備 ML開口部塞ぎ床

川崎重工業㈱　機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 局所冷房設備

川崎重工業㈱　機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ荷重計取付

10 三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 西吉野第二発電所土砂吐ｹﾞｰﾄ 扉体改造･戸当り製作

川崎重工業㈱　ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 工場設備 鏡板溶接足場

川崎重工業㈱　西神戸工場 工場設備 100kgﾌﾘｰｸﾚｰﾝ×2台

川崎重工業㈱　機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 空冷ｵｲﾙｺﾝ付油ﾀﾝｸ

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場設備 40ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅﾕﾆｯﾄ

11 川崎重工業㈱　ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 石狩LNG基地建設工事 BOG内部配管

川崎重工業㈱　ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 石狩LNG基地建設工事 ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ内部配管

川崎重工業㈱　ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 工場設備 ｳｫｰﾙﾎﾞｯｸｽ

ｲﾄｰﾖｰｷﾞｮｰ㈱ 工場設備 冷却水配管製作据付工事

㈱ｱｰｽﾃｸﾆｶ 工場設備 30ﾄﾝ反転装置

㈱ｱｰｽﾃｸﾆｶ 工場設備 油圧ﾄﾙｸﾚﾝﾁ

川崎重工業㈱　西神戸工場 工場設備 傾転ﾋﾟﾝ圧入装置ﾌﾚｰﾑ改造

㈱神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 工場設備 CPX振れ見用駆動部　部品製作

㈱神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 工場設備 振れ見装置ﾃｰﾙｽﾄｯｸ部品製作

㈱神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 工場設備 一体型振れ見装置　遊動受台　ﾍﾞｰｽﾌﾚｰﾑ

㈱神戸製鋼所　ﾁﾀﾝ工場 工場設備 近畿容器　ﾊｲﾍﾞｯｾﾙ容器

12 三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ MRJ#02強度試験装置 試験装置(後方架構･反力架台)

川崎重工業㈱　ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ ｲｸｼｽLNG 吊天秤用ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

川重ﾌｧｼﾘﾃｯｸ㈱ 鮫洲運転試験所 ﾄﾗｽ･柱製作

川崎重工業㈱　船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ坂出 工場設備 ｱﾙﾐ加工場ﾌﾟﾗｽﾞﾏ切断機

㈱新来島どっく　　大西工場 工場設備 電線自動巻取り装置

㈱神鋼ｴﾆｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 工場設備 ﾃﾞｯｷ製作

㈱ｱｰｽﾃｸﾆｶ 工場設備 ｼｰﾙｴｱ配管

㈱ｱｰｽﾃｸﾆｶ 工場設備 油圧配管

カルモ鋳工㈱ 工場設備 屋根改造工事

川崎重工業㈱　船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ 工場設備 200TON水圧ﾄﾘｶﾞｰ装置

2016 1 三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 小河内貯水池吐ｹﾞｰﾄ耐震補強 補強材･ﾌﾞﾗｹｯﾄ

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 尻無川水門 扉体補修･ｽｸﾘｰﾝ

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ MRJ#02強度試験装置 自重補正装置

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ MRJ#02強度試験装置 荷重梁

川重ﾌｧｼﾘﾃｯｸ㈱ 枕梁ﾛﾎﾞｯﾄﾗｲﾝ 定盤更新工事

㈱神戸製鋼所 工場設備 ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ装置

川崎重工業㈱　船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ坂出 工場設備 ｽｸﾘｭｰﾛｯﾄﾞｶﾊﾞｰ

菱神ﾃｸﾆｶ㈱ 工場設備 試験治具

2 三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ MRJ#02強度試験装置 ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ延長ﾛｯﾄﾞ

納入実績表
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2016 2 三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 紀ﾉ川ﾀﾞﾑ 摺動板･水密ｺﾞﾑ押え板

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ MRJ#02強度試験装置 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ梁

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ MRJ#03強度試験装置 拘束冶具

住友ベークライト㈱（南通） 工場設備 与圧装置及び集中操作盤

川崎重工業㈱　船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ坂出 22N1718船(LNG船) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾝｶﾞｰ及び防振装置

㈱新来島どっく　　大西工場 工場設備 鋼板全面印字装置ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ

㈱ｱｰｽﾃｸﾆｶ 工場設備 ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

川崎重工業㈱　西神戸工場 工場設備 二段ｺﾝﾍﾞｱ半自動搬送

川崎重工業㈱　船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ 工場設備 溶接予熱装置制御盤80KW

三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ EGAT　全社共通00系列00号機 吊上げ用座組立品

三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ LPﾛｰﾀｰ輸送ｺﾝﾃﾅ 中国三門3T向　LPﾛｰﾀｰｺﾝﾃﾅ製作

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場設備 熱風発生機

3 川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 石狩ＬＮＧ基地建設工事 横自動溶接機のメンテナンス

川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ フェアリング防塵対策 拘束治具の製作

NECﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱ アンテナ製作工事 ４．５Ｍアンテナ製作

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 工場設備 走行ラック及びピニオン製作

㈱ﾅﾆﾜ製作所 12t×17mホイスト式門型クレーン 主桁製作

川崎重工業㈱機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 溶材洗浄場ドライブース設置工事

川崎重工業㈱機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 120t焼鈍炉牽引台車耐火物金物改修工事

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 フラッシング装置改造

㈱コスモテック LE7燃焼試験設備横力運用架台 運用架台

㈱コスモテック 注型硬化槽運用改善配管類 配管関係

㈱神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 工場設備 100tSBターンテーブルスカート製作

4 川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 工場設備 パイプタワー輸送架台製作

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ&ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 工場設備 コイル反転装置

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 横柵ビーム改造

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 真空ポンプ

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 加工品 天井金物

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ＭＲＪ全疲労試験 後方架台製作

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ＭＲＪ全疲労試験 反力架台製作

㈱コスモテック 別府バイナリー補修工事 ＴＬＶ製スチームトラップ

宇宙航空研究開発機構 宇宙センター内牽引台車の購入 トヨタ製トーイングトラクター

㈱新来島どっく 工場設備 ｼｮｯﾄ場浮揚ﾛｰﾗｰｺﾝﾍﾞﾔ改修工事

5 常石鉄工㈱ リーチスタッカー ５段ブーム製作

川重冷熱工業株式会社 低温胴自動拡管装置 電気配線・シリンダー補修

川崎重工業㈱機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 塗装室防爆ＬＥＤ照明増加工事

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 ＰＣＢ現地調査

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 熱板

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ＭＲＪ＃２試験架構 荷重梁製作

㈱アーステクニカ 工場設備 １トン２連結ホイスト更新工事

㈱アーステクニカ プラント設備 回転検出センサー

㈱新来島どっく 工場設備 ｼｮｯﾄ場浮揚ﾛｰﾗｰｺﾝﾍﾞﾔ油圧装置改修工事

6 ＪＦＥプラントエンジ㈱ 泊原発耐震補強工事 ﾋﾟｯﾄｸﾚｰﾝ耐震補強及びｱﾙﾐﾃﾞｯｷ製作
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2016 6 マリンハイドロテック㈱ ホースリース ホースリール製作　Φ６５００

川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 新横浜Φ９．７ｍ泥水式シールド エアーバルブユニット

川重ＪＰＳ㈱ 加工品 ＧＲＯＵＮＤ　ＰＬＡＮＥ

川重ＪＰＳ㈱ 加工品 インレット

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 カップリングカバー製作

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 コイル用足場

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 重量ラック

菱神テクニカ㈱ 工場内設備 穴あけプレス

㈱アーステクニカ 工場設備 プッシュプル式集塵ブース新設工事

㈱アーステクニカ 工場設備 スポットクーラー

㈱アーステクニカ 工場設備 電気炉投入口鏡板更新工事

7 川崎重工業㈱ ハンドリングロボット 搬送コンベヤー製作

ＪＦＥプラントエンジ㈱ ＨＲＳＧプロジェクト　煙道管 吊天秤製作　8200kg×3基

ＪＦＥプラントエンジ㈱ 福島原子力発電所向け 雨水カバー製作

オークラ工業㈱ 中形ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾕﾆｯﾄ組立ﾗｲﾝ スラットコンベア部品製作

川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ ＡＳＰ－ＢＴＧ建設工事 電動ホイスト　2基

川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ Ｈｐａ-ａｎ石炭化改修工事 耐圧防爆型電気ﾄﾛﾘ付電気ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ

川崎重工業㈱精密機械Ｃﾛﾎﾞｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 アルミフレーム安全柵設置

三菱電機㈱電力ｼｽﾃﾑ製作所 工場内設備 バット溶接機

㈱アーステクニカ 工場設備 パネルソー

㈱アーステクニカ プラント設備 寒冷地仕様コンプレッサー

㈱神戸製鋼所　機器工場 工場設備 プラズマ溶接台車　製作・据付工事

8 川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ 石狩ＬＮＧ基地建設工事 象印チェンブロック１０ｔメンテ

川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ ボイラーパネル製作工事 １００ｔ歪取プレス設計製作

川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ ボイラーパネル製作工事 パネル反転装置の設計製作

ＪＦＥプラントエンジ㈱ JFEｽﾁｰﾙ向け　52tﾊﾟｲﾗｰﾄﾗﾊﾞｰｻｰ 地上配線ﾗｯｸ取付台及び防熱板製作

川崎重工業㈱機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 ２２号クレーン更新工事

川崎重工業㈱機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 工場設備 試験用架台製作一式

川崎重工業㈱ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝBC　西神工場 治具台車（設計・製作） 治具台車　500kg・1000kg

三菱重工ﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 加工品 歩廊

㈱アーステクニカ 工場設備 トレーニング機器

川崎重工業㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ・環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ プラント設備 パルスジェットバルブ更新

㈱新来島どっく 工場設備 条材工場形鋼自動加工ﾗｲﾝ改修工事
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