
2018.8 現在

年度 月 客先 製品名称

2017 9 ㈱日本メタルホース ＥＸＰＡＮＳＩＯＮ　ＪＯＩＮＴ　□５１００×５６３６

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 レーザー切断機足廻り整備工事

菱神テクニカ㈱                          工水設備ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ整備 

NECプラットフォームズ㈱ ６．４Ｍ　ＡＺ－ＥＬ　ＡＮＴＥＮＮＡ

株式会社新来島どっく 浮揚ローラーコンベア 油圧シリンダー交換作業

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

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 レーザー切断機修理

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ｴｱｰﾊﾟﾚｯﾄ2台補修

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             循環ﾎﾟﾝﾌﾟ補修

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 給脂配管

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ吊具

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 1tヤード式天井ヤード内走行レール補強及びKBKクレーン撤去据付

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 CATポンプ組立ラインコンベア

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 CATポンプ組立反転装置

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 WN27洗浄機後搬送コンベア(案1)

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 CATポンプ組立ラインパレット返却コンベア変更費

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX36S　組立旋回装置　

㈱ＩＨＩインフラシステム 145010　A00004KNR　ﾄﾗｲｱｽ2016　主構及び対傾構の製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　 横自動溶接機　輸送架台

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ グレーチング　３１６２８９９　型式６Ｓ５０ＭＥ　

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 ﾉｽﾞﾙ 16MM

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 10 ㈱ニチジョー 西部処理場/4号汚泥脱水機機械廻り点検架台

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      ＰＴＦＥプレート　３００×３２０

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             林谷様　屋外ﾗｯｸｶﾊﾞｰ囲い工事　W5000×D800×H3400

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 天井クレーン艤装品

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 原動支持枠製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 折返装置用ﾌﾚｰﾑ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 予備原動ﾌﾚｰﾑ製作

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

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 ｵｰﾊﾞｰﾊｲﾄ

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ラップマスター製36型ラッピング装置用鋳物プレート

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      石狩４号　クールダウン用内部配管　

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      出光愛知向けロータリプラウ用部品

三菱日立パワーシステムズ株式会社 インコネル⇔ＡＬＬＯＹ－７１８ＳＴ

三菱日立パワーシステムズ株式会社 インコネル⇔ALLOY-718ST

三菱日立パワーシステムズ株式会社 インコネル⇔ALLOY-718ST

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　８８４

2017 10 川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング９０７

株式会社新来島どっく 全面用印字機ﾍｯﾄﾞｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙTP200

納入実績表



2018.8 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

株式会社新来島どっく ４Ｆローラーコンベア制御盤新作

株式会社新来島どっく ５Ｆ制御盤・操作盤新規製作

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

2017 11 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 KJロボット出荷姿勢旋回装置

日本橋梁株式会社 橋梁ブロック

㈱ニチジョー 東灘処理場　仮設クレーンレール第2弾

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             発電機架台

川崎重工業㈱　車両カンパニー 6Sﾌﾞﾗｽﾄ装置整備工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      6Sﾌﾞﾗｽﾄ装置整備工事

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｼｭｰﾄ架台製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 天井クレーン　ｸﾗﾌﾞﾌﾚｰﾑ他製作

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ラップマスター製36型ラッピング装置用鋳物プレート

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 塩ビ配管更新工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング９１１

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　９１２

株式会社新来島どっく ４Ｆローラーコンベア電気工事

株式会社新来島どっく ５Ｆローラーコンベア電気工事

株式会社新来島どっく 印字装置制御盤インバーター更新

株式会社新来島どっく 印字機用ﾍﾟｲﾝﾄPME-170

2017 12 ㈱ＩＨＩインフラシステム 拳ノ川第一橋　横桁　

泉州工機株式会社 連絡デッキ他建設工事

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 内業２Ｐ橋形クレーン用５ｔｏｎホイスト

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 KC-1400 特殊ｸﾚｰﾝ3号機 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX36S大物部品投入コンベア

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 MCBA250VC組立洗浄パレット

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      １０ｔ台車式焼鈍炉修理及び年次保守点検

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 水平材製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 水平材ﾃﾞｯｷ製作

共和溶構株式会社 潜水艦ブロック　足場ステージ　11690.4㎏

三菱日立パワーシステムズ株式会社 ウズベキスタン　Navoi Ⅱ　ローターコンテナ製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　Ｙ３３　仮

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　９０８　仮

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

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      第２コーナーベーン下部埋込金物

㈱川重サポート 上下クレーン衝突防止センサー取付工事

菱神テクニカ㈱                          加熱炉移設工事

川崎重工業㈱ 技術開発本部               熱風発生装置の熱交換器更新工事

2017 12 株式会社神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 三角台嵩上げ台

株式会社新来島どっく 電線巻取リール製作（２台）

2018 1 ㈱神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 定盤及びｹｰﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ製作・据付

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      パナソニック　直流フルデジタルＴＩＧ溶接機　ＹＣ－３００ＢＺ３   他（製缶課/高須様）



2018.8 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

2018 1 川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 フェアリーダ　ＡＦ３５０改（台座ＡＦ３００φ用）

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 排水装置

泉州工機株式会社 鈑桁

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　ﾌﾟﾗﾝﾄ製造部   切削架台　中国製作　重量94ton

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 SP823給脂配管

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 ＫＪロボット姿勢旋回方法検討と評価

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 稼働実績収集盤マスター盤製作：5台

三菱日立パワーシステムズ株式会社 80-A2189-1　張メタル

ＪＩＭテクノロジー㈱ 旋回リング　機械加工

三菱日立パワーシステムズ株式会社 ウズベキスタン　Turakurgan ＃1　ローターコンテナ製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　Ｙ３６　６Ｓ６０ＭＥ

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　３１６２９１７

三菱重工機械システム㈱　横浜 T-Mﾀﾞﾝﾊﾟｰ縮小試験製作

㈱アーステクニカ 油圧配管材

㈱アーステクニカ ｽﾃｰﾀﾗｲﾅ(1)加工治具

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 N1736LPGC足場ﾋﾟｰｽ

2018 2 ㈱ホームロジスティクス 自動倉庫・ソーター設備用電気制御部品（薗田様）

洲崎鋳鋼株式会社 ｹｰﾌﾞﾙﾘｰﾙ製作

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 係留用ピース

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 レーザー切断機発振器ターボオーバーホール

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      空気導入管　管素材　開先加工

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 廃棄物収納缶回収用装置

泉州工機株式会社 落橋防止

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SP813　艤装品　①

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 吊ﾋﾟｰｽ､支柱他

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX15RB搬送ﾊﾟﾚｯﾄ

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ﾌﾗﾝｼﾞｻﾞｸﾞﾘﾏｽｷﾝｸﾞ治具

株式会社神戸製鋼所　チタン工場 るつぼ吊り用天秤　20ｔ

三菱日立パワーシステムズ株式会社 GT起動モータ台板組立品　G1-R8878-01-00

三菱日立パワーシステムズ株式会社 ACCギア嵩上台板組立品　G1-R5735-01-00

三菱日立パワーシステムズ株式会社 GTトルクコンバータ台板溶接組立品　G1-R8876-01-00

株式会社神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 SOB第3、第4工程治具ブロック部品

三菱日立パワーシステムズ株式会社 ウズベキスタン　Turakurgan ＃2　ローターコンテナ製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　Ｙ３８

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　９３３

2018 2 ＪＦＥプラントエンジ株式会社 クレーン架構　２．８ｔ

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  東京 機械式切断装置  R07

㈱アーステクニカ 大阪砕石工業所／大垣工場殿向け

㈱アーステクニカ ｽﾃｰﾀﾗｲﾅ(1)加工治具

㈱アーステクニカ ｽﾃｰﾀﾗｲﾅ(1)加工治具

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 L1 MET(LIGHT GRAY)



2018.8 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

2018 2 株式会社新来島どっく ６Ｆコンベヤ盤内電気部品交換工事

2018 3 ㈱ニチジョー 西部処理場4号汚泥脱水機機械設備工事追加

㈱ニチジョー 玉津処理場　消化ガス発電設備/配管サポート製作

㈱九電工 竹崎指令管制棟･発射管制棟の雷保護設備改修工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      H3ロケットVAB２改修工事　固定手摺、可動床他

株式会社コスモテック南日本事業部 HGS GN2ﾗｲﾝ改修作業

三菱重工業株式会社 LP2ﾀｰﾐﾅﾙ　ｵﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞｱｸｾｽ用通路

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      手動伸縮テント式洗浄ブース新設工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      １５０ｔ焼鈍炉牽引台車改修工事費

神戸市 神戸市消防局航空機動隊格納庫新築工事

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ＦＡＥ作業台補修工事

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ３Ｐ昇降定盤修理工事

菱神テクニカ㈱                          ﾌﾞｰｽ移設

菱神テクニカ㈱                          ｽﾄｯｶｰｸﾚｰﾝ解体作業

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      内槽　鏡板組立治具

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      外槽　鏡板組立治具

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      蒸気配管及びPAFﾊﾟｰｼﾞ配管製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      受け台製作

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 ｼﾞﾌﾞｸﾚ^ﾝ　K01　配管工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 一括搭載用架台製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SP813　艤装品

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 ｵﾙｼｰﾙ圧入治具製作費12点（安田）

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 稼働実績収集盤（機器第二工場２－１）：堅田

株式会社神戸製鋼所　機器本部機器工場 フィン歪取り実験費

株式会社神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 №1　作業デッキ

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      石狩４号　ＢＯＧ内部配管

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  東京 H1588 LNG EBISU改造工事用電磁弁ラックおよび電磁弁

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  東京 H1600 ENERGY NAVIGATOR LSGO改造

㈱アーステクニカ 1ﾄﾝﾎｲｽﾄ ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ用  R-1-LM3

㈱アーステクニカ 製缶職場向けｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ用ﾎｲｽﾄ 1ﾄﾝ

㈱アーステクニカ 仕上A棟ｸﾚｰﾝ更新､及び増設工事

㈱新来島どっく 型鋼切断搬送ライン 搬出側長尺取出しクレーン修理

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 4F棟　型鋼切断機修理

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 2F棟 ﾚｰﾙ芯出し

川崎重工業㈱ 航空宇宙ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ         非破壊検査装置 

2018 3 川崎重工業㈱ 航空宇宙ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ         中型ザイグロ設備 テーブルリフター修理(２台分)

川崎重工業㈱ 航空宇宙ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ         中型ザイグロ設備　ケーブルベア内配線交換修理 

㈱タマディック LE9ﾛｹｯﾄｴﾝｼﾞﾝ脱着台車

2018 4 川崎重工業㈱ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ＆ｴﾝｼﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ      G6161-0062A　ヘッドアッシ溶接治具

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 TU-301 ４方ローラ取付架台　18台/1812ＫＧ

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 蘇州工場向けKMX運転ｽﾀﾝﾄﾞ機体配線工事作業
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2018 4 川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 機器第四工場塗装場コｺﾝﾍﾞｱﾗｲﾝ改造工事①（坂口）

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 電線加工機

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      プレス金型修正加工

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             812棟　ﾙｰﾂ真空ﾎﾟﾝﾌﾟ特殊ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             911棟　ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ室ｼｰﾄ壁製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SP813　艤装品　③

㈱日本メタルホース 3183Z05　排気口伸縮継手　製作　12,329㎏

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング９２１

メタルファブリカ㈱ 歌川橋下り線合成床版塗装・出荷作業　UK-428

メタルファブリカ㈱ 歌川橋上り線合成床版塗装・出荷作業　UK-429

メタルファブリカ㈱ 下槽屋橋下り線合成床版塗装・出荷作業　UK-471

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 2ｔクレーン追加

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 Ｈ3ロケット発射設備移動発射台ML5

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  東京 圧力輸送機用ﾌﾘｭｰﾀﾞｲｻﾞ 

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  東京 ｻﾝﾌﾟﾙ保管ﾗｯｸ

2018 5 川崎重工業㈱　車両カンパニー 端部台枠塗装工程間台車（８台）

三菱重工機械システム㈱　横浜 耐風ｼﾔﾋﾟﾝ製作

川崎重工業㈱　車両カンパニー リフト装置付台車　積載荷重２．０ｔｏｎ

川崎重工業㈱　車両カンパニー リフトテーブル

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             911棟　含浸装置遠隔操作設備

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      挿入用ﾚｰﾙ製作　　4,018kg

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SP813　艤装品　

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ｻﾄﾞﾙ製作

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ピストン運搬台車 800*400*670（木村）

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      外周補強リング　

三菱日立パワーシステムズ株式会社 カイロノース　ローターコンテナ　

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      グレーチング　９３４

メタルファブリカ㈱ 造船ブロック上部構造　S2626　JD2　

メタルファブリカ㈱ 歌川橋下り線合成床版塗装・出荷作業　UK-428

メタルファブリカ㈱ 歌川橋上り線合成床版塗装・出荷作業　ＵＫ-429

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

㈱IHIエアロスペース・エンジニアリング H3ロケットサブロケットブースターSRB3構造試験冶具

2018 5 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 クリーンルーム組立ライン

2018 6 三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             911棟　含浸機械室　ﾎﾟﾝﾌﾟ補修

川重ファシリテック株式会社 ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ鉄塔の改造・新規製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      外槽胴真円保持治具製作　14,220kg

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 ｸﾗﾌﾞﾌﾚｰﾑ他製作

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 カシメ治具、圧入治具

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 4工場2Fｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾝ台車・搬送改造

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      液化水素タンク　内槽外面補強治具製作
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2018 6 メタルファブリカ㈱ 造船BHD　SZ512　101.1ton

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 クレーン架構　２ｔ

三菱重工機械システム㈱　横浜 KKR虎ノ門病院整備計画　制振装置

2018 7 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 塔内梯子　

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吊金具

菱神テクニカ㈱                          重合乾燥炉台車設置工事

菱神テクニカ㈱                          加熱炉解体工事

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

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      管台ﾉｽﾞﾙ製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      内部架構製作　　

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 京浜50t　給脂配管

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 走行ﾄﾗｯｸﾌﾚｰﾑ他製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 艤装品改訂分

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 1HOT　艤装品製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜36t　ｶﾞｰﾀﾞｰ防熱板

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX19運転スタンド前台車回転装置

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX19運転スタンド前台車

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 KMX19運転スタンド前台車レール

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 4工場2Fｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾝ台車・搬送改造

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 4工場2Fｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾝ台車・搬送改造

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ﾊﾞﾙﾌﾞｹｰｼﾝｸﾞ加工用M5X180HRS治具   

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ポンプ運転スタンド用備品7月分

三菱日立パワーシステムズ株式会社 EBW用面板　上流側

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      内槽用組立治具製作

三菱日立パワーシステムズ株式会社 カイロノース　ローターコンテナ　＃２

三菱重工機械システム㈱　横浜 NTT都市開発仮称)新橋一丁目ﾎﾃﾙ　制振装置

三菱重工機械システム㈱　横浜 T-Mﾀﾞﾝﾊﾟｰ試験体改造工事

株式会社中森技研 ワーク移載補助装置 走行レールフレーム改修工事

2018 8 川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ４工場天井クレーン レールスパン調整工事

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ろう付け架台

菱神テクニカ㈱                          B含浸槽台車搬送位置検出装置

菱神テクニカ㈱                          芝地様　牽引台車　ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ製作他

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      ｼﾞｬﾊﾞﾗ式ﾃﾝﾄﾌﾞｰｽ設計・製作・据付

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      ｱﾙﾐ箔巻付装置製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      内外管挿入装置製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      ｱﾙﾐ箔ﾛｰﾙ受け台製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      ﾚｰﾙ設置工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      SIﾗｲﾝ　製作・据付

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      ｼﾞｬﾊﾞﾗ式ﾃﾝﾄﾌﾞｰｽ　高さ変更追加

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      CB架台及びｻﾎﾟｰﾄ製作　
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2018 8 ㈱ＪＦＥメカフロント阪神 手動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ　　CB300　30t

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 SP823給脂配管他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜36t　艤装品製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜36t　電気室側ｶﾞｰﾀﾞｰ下部ﾃﾞｯｷ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜36t　移動運転室ﾚｰﾙ及び架台

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 1HOT　艤装品製作

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ４工場二階KBK軽量クレーン設置工事最終

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 運転ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄ：VAR1026-01

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 運転ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄ（15RB用）

川崎重工業㈱ 精密機械ｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ﾘﾓｺﾝ弁用ｽﾌﾟｰﾙｻﾌﾞ・ﾌﾟﾗｸﾞｻﾌﾞ組付治具

三菱日立パワーシステムズ株式会社 中国鞍山鋼鉄　GT下半発送用鋼製スキッドSKT-15-013

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      外槽用組立治具製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　      キャビンフレーム製作　３０式

㈱カナックス 印字装置

㈱IHIエアロスペース・エンジニアリング H3ロケットサブロケットブースターSRB-3前部ｱﾀﾞﾌﾟﾀ強度剛性試験冶具

㈱タマディック 田代燃焼試験場QD支持架台製作および現地据付工事SV


