
2017.8 現在

年度 月 客先 製品名称

2016 9 川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       ４．８ｔホイスト式天井クレーンホイスト変更工事

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             真空ポンプ　W630　ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             チラーユニット

菱神テクニカ㈱                          探傷装置器

日本プラント株式会社 ウォール形ジブクレーン（モーター旋回式）

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   伸縮式ﾃﾝﾄｼｰﾄ張替作業

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｺｲﾙ反転機製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 36t×38ｍOTC SP833 機械加工品

川崎重工業㈱ ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ         ＃2工場　空調機更新

共和溶構株式会社 富山向仮屋根用輸送ﾊﾟﾚｯﾄ製作　２０基

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   神戸１１次　雑金物　その２

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   パネル反転治具

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 金沢シーサイドライン　横桁・縦桁　９月

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 コンテナクレーン　製缶加工品

㈱アーステクニカ KVM195架台 ﾒｯｷ架台

㈱アーステクニカ KVM195ｻﾎﾟｰﾄ製作 歩廊･ﾃﾞｯｷ製作

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 安全器材

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 １７７ＬＮＧ船　溶接機・溝堀機用パイプレール

2016 10 常石鉄工株式会社 ５段ブーム製作

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             電磁鋼板鉄粉検出ｼｽﾃﾑ製作

㈱ユタカ工機 ウォール型ジブクレーン

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 試験用潜水艦酸素供給装置の性能試験

三菱重工メカトロシステムズ株式会社　神戸 ﾃﾞｨﾌｪｰｻﾞ延長治具製作

三菱重工メカトロシステムズ株式会社　神戸 供試体支持装置

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 厚板倉庫36t×38mOTC(SP833)　ｶﾞｰﾀﾞｰﾃﾞｯｷ他製作

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   石狩ＬＮＧ　外槽ノズル

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ グレーチング　

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ グレーチング

三菱日立パワーシステムズ株式会社 東電　川崎向け　701J　GTロータコンテナ製作

㈱アーステクニカ 9号ｶﾗｰﾄﾅｰ製造設備

株式会社コスモテック南日本事業部 VAB 8F PLU設備 ｳｵｰﾀｰﾊﾟﾝ改善製作

2016 11 三菱重工メカトロシステムズ株式会社　神戸 CST制御装置　製作品

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       ギヤボックス整備架台製作

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   艤装用特注足場　　図番：16V-0040E-01

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ｸﾗﾌﾞﾌﾚｰﾑ及びﾎﾟｽﾄｶﾞｲﾄﾞ製作

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 ロボット用安全柵

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 ボルト検査カタメ治具

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   給紙配管及び冷却水ノズル

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 排水管支持材

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ ３１６２８７８　グレーチング

三菱重工メカトロシステムズ株式会社　神戸 TMD製作一式

納入実績表
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2016 11 三菱重工メカトロシステムズ株式会社　神戸 耐風ｼｬﾋﾟﾝ装置本体一式

2016 12 川崎重工業㈱ ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ         ﾍﾞｰﾀﾞｰﾏｼﾝﾌﾞｰｽ1式 

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 中防外コンテナふ頭　製缶加工品　ＭＧ－００３Ｂ

日油株式会社 油圧ﾕﾆｯﾄ(耐圧防爆形､ﾀﾝｸ65L or 70L)

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 溶接予熱装置用制御装置

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ﾃﾞｯｷ追加分

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 走行架台他製作

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   泥土圧シールド掘進機　後方台車　91,974.3㎏

㈱アーステクニカ Cﾗｲﾝ･ﾌｯｸ式ｸﾚｰﾝ 走行ｻﾄﾞﾙ･制御盤交換

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 ｶｰｺﾞ系ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾝｶﾞｰ及び防振器　22N1731船

日本発条株式会社 サポート鋼材加工

2017 1 川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー         大型ザイグロ設備 浸透槽散布台車駆動チェーン取替工事

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 溶接予熱装置用制御装置（４０ｋｗ：４ｋｗ×１０回路）

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             遠隔操作電気工事

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX32NA両頭フライス廻り搬送・足場製作設置

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 鋼床版　７台　東西水路歩道橋　

株式会社コスモテック南日本事業部 ﾍﾘｳﾑ用蒸発器 220Nm3/h

2017 2 川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       空気導入管　管素材　開先加工

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ｽﾗｲﾄﾞﾗｯｸ　1ﾄﾝﾌﾙｽﾄﾛｰｸ　2連結×1基　3連結×1基

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             Rｺｲﾙ受け用台車車輪改造

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 SP833　ｴｱｰ及びﾄﾞﾚﾝ配管

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 SP833　給脂配管

株式会社神戸製鋼所　機器本部機器工場 KX工場搬送装置

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   パネル輸送架台製作　４台

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   フレーム改造　図番５１２９２  （再塗装を含む）

三菱日立パワーシステムズ株式会社 イギリス　SALTEND　ローターコンテナ　ＳＥＲ－１５－０１３

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 テンションバー　

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 太田切川橋　対傾構

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 鋼床版

三菱重工メカトロシステムズ株式会社 頂部制振装置／試験片製作および疲労試験

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 防熱円盤保護ｶﾊﾞｰ

2017 3 川重車両コンポ㈱ 天秤 耐荷重50TON

川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー         乾燥槽扉駆動部交換修理

川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー         大型ザイグロ設備　乾燥槽スライド蓋受け台収納機構交換修理

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 グラコ　進水式用装置ポンプ修理/設置/オーバーホール

川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー         乾燥槽・現像槽駆動モーター交換修理

川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー         浸透槽散布台車駆動軸交換及び扉開閉レールスパン修正作業

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 神戸工場第4ﾄﾞｯｸﾞ改造工事 艦引込装置用ﾚｰﾙ

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 南浜鋼管倉庫　テント改修工事

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       台板 組立用機械台改造

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       喫煙ブース
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2017 3 ㈱ユタカ工機 電動旋回式ポスト型ジブクレーン２ｔｏｎ

川重冷熱工業株式会社 大型物置設置工事

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             蓋用足場製作工事

菱神テクニカ㈱                          ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃﾞｯｷ製作

菱神テクニカ㈱                          螺旋階段

川重ＪＰＳ㈱ ﾅｯﾄ・ｷﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   回転治具

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 前処理洗浄槽製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ　艤装品他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 下関ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ

共和溶構株式会社 相馬ＬＮＧ　配管サポート　

共和溶構株式会社 φ11750泥土圧シールド　機内足場　7097.9㎏

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   石狩№３　肩部内部配管

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   長尺型サブマージ溶接機試験用架台

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   試験体ブロック　１　ＳＳ４００

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 ４７７号　PC横桁

川重ファシリテック株式会社 777Ｘ梁　３月　

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 新港地区ガントリークレーン製作設置工事　テンションバー

㈱アーステクニカ 製缶工場及び大型場 ｶﾞｽ配管安全器設置工事

2017 4 株式会社コスモテック南日本事業部 JAXA殿向け圧送用ﾍﾘｳﾑｶﾞｽ圧縮機装置

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 潜水艦 アルミ梯子

株式会社神戸製鋼所　機器本部機器工場 KX工場搬送装置

株式会社コスモテック南日本事業部 高圧ｶﾞｽ貯気槽ﾉｽﾞﾙ交換作業 (1基) GN2 TK1020

株式会社コスモテック南日本事業部 VAB壁取替作業

共和溶構株式会社 電池室通風冷却装置　陸上試験架台　前部

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             蓋用足場製作工事

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ﾃﾞｨﾌﾟﾛｽ

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             入射側ﾃﾞｯｷ

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 ロボット90°旋回装置：モーター仕様

川崎重工業㈱ 技術開発本部               空気予熱器更新工事

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 1tヤード式天井クレーン分解・改造・移設・据付

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   石狩№4　コーナーライナ製作

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   拘束治具製作

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   石狩ＬＮＧ　内部配管　４月

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ グレーチング　９０６

川重ファシリテック株式会社 ７７７Ｘ梁　４月　内１　7,630　外４　5,521㎏

㈱アーステクニカ 仕上職場仮設検査場用 2,8tﾎｲｽﾄ天井ｸﾚｰﾝ工事 

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 ｶｰｺﾞ系ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾝｶﾞｰ及び防振器

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 足場器材

2017 5 ㈱日本メタルホース ＥＸＰＡＮＳＩＯＮ　ＪＯＩＮＴ　□５１００×５６３６

(株)ノザワ 徐冷ﾌﾞｰｽ用ﾌﾚｰﾑ製作
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2017 5 川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー         大型ザイグロ設備 クレーン走行部ピロブロック更新工事

日精テクノロジー㈱ 送風定温乾燥機　ＷＦＯ－４２０Ｗ　他

川重冷熱工業株式会社 太洋製CNCﾊﾟｲﾌﾟﾍﾞﾝﾀﾞｰ TB-DR-3HCNC-H

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ３ＷＫ天井クレーン設置工事

㈱ユタカ工機 製鋼北チタン新溶解炉ピット製造移動屋根

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 60LSE吊ﾋﾞｰﾑ改造及び場内外吊ﾋﾞｰﾑ製作

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMXメイン組立台改造

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   墜落防止装置製作（神戸１１次建設工事）

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   仮吊り治具製作

川重ファシリテック株式会社 ７７７Ｘ　梁

川重ファシリテック株式会社 柱

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 補強金物　損傷部　11,632㎏

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 アーク継手補強金物製作　30,152㎏

日本発条株式会社 サポート鋼材加工

2017 6 川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       第３コーナーベーン下部埋込金物

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   上海浦東国際空港向CHSｽﾀｯｶｰｸﾚｰﾝ予備品

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ﾀｰﾆﾝｸﾞ装置

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ｺｲﾙﾌﾟﾗｰ解体撤去工事

菱神テクニカ㈱                          911棟　ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ　自動弁取替補修

三菱重工メカトロシステムズ　神戸 PRIDｱｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ改修工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 大単重吊ﾋﾞｰﾑ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 移動運転室ﾚｰﾙ及び架台製作

株式会社神戸製鋼所　機器本部機器工場 KX工場搬送装置

共和溶構株式会社 電池室通風冷却装置　陸上試験架台　後部　　２８ｔ

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   石狩ＬＮＧ　外槽ノズル

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   両面同時施工横向きサブマージ溶接機

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   挟み込み治具（ロング）製作　　４２セット

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ グレーチング　８９４　

川重ファシリテック株式会社 ハニカムサンドイッチ供試験組立治具製作工事

川重ファシリテック株式会社 ７７７Ｘ現地工事　

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 アーク継手補強金物製作　53,496㎏

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ  東京 碧南1号灰貯蔵ｻｲﾛ(A)他  

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ  東京 1次空気ﾌｧﾝ用仮設鉄骨

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 ｶｰｺﾞ系ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾝｶﾞｰ及び防振器  22N1734

日本発条株式会社 サポート鋼材加工 １７３４船

川崎重工業㈱ 航空宇宙カンパニー         ３０００t曲げプレス機　昇降装置リフト部改造工事

2017 7 川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       第４コーナーベーン下部埋込金物

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             911棟　含浸機械室　熱交換器及び水封ﾀﾝｸ内部ﾚｼﾞﾝ固着補修

菱神テクニカ㈱                          911棟　ﾋﾟｯﾄ平面化工事

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   簡易ﾎｲｽﾄ製作

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 ｺﾝﾃﾅ給脂配管



2017.8 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

2017 7 ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ｸﾗﾌﾞﾌﾚｰﾑ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ｻﾄﾞﾙ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ｽｷﾝﾊﾟｽ機械加工品

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ﾃﾞｯｷ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 舞鶴港ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ補修部材他2

共和溶構株式会社 シールド作業足場

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   シール押さえ試験用治具製作　7,612㎏

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   ＡＳＰ－ＢＴＧ建設工事　

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   新ごみ処理施設建設工事

川崎重工業㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ･環境ｶﾝﾊﾟﾆｰ   富士石油　エアーガンノズル

三菱日立パワーシステムズ株式会社 タイ　ローターコンテナ　20,720㎏　SER-15-010-R-1

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ グレーチング　８９８　６月

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ グレーチング　３１６２９０９　型式６Ｓ６０ＭＥ　9,111㎏

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 金物置台　116.2㎏×133台　　合計15454.6㎏

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 アーク継手補強金物製作　89,160㎏

㈱アーステクニカ ｽｹｰﾙｶｰ､ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄﾎｯﾊﾟｰ計量装置等改造工事

2017 8 ㈱ＩＨＩインフラシステム 145010　A00004MJL　ﾄﾗｲｱｽ2016　主構、対傾構製作

共和溶構株式会社 電池室通風冷却装置　陸上試験架台　後部/中段/上段

㈱ニチジョー 東灘処理場/仮設クレーンレール（工事部/高谷様）

㈱ニチジョー 脱水機架台･脱水機受け架台･柱補強架台

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ       組立５工場　台車道大扉改修工事(部分改修)

川崎重工業株式会社車両カンパニー兵庫 ﾀｸﾄﾗｲﾝ 足場改造

菱神テクニカ㈱                          ｽﾛｯﾄｾﾙ室機材移設工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 場外吊ﾋﾞｰﾑ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 原動緊張装置用ﾌﾚｰﾑ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ﾃﾞｯｷ製作

川崎重工業㈱ ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ         1T×SP3.5　K3M走行手動式橋形クレーン製作・据付

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 1T×5M　天井クレーン製作・納入工事

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX90°反転装置

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 K5V完成品台車　

川崎重工業㈱ 機械ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ グレーチング　３１６２９０３　型式６Ｓ５０ＭＥ　6,241㎏

㈱アーステクニカ C棟用天井ｸﾚｰﾝ

日本発条株式会社 サポート鋼材加工

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 墜落防止装置

以上


