
2019.9 現在

年度 月 客先 製品名称

2018 9 某社 高知IC　ＡＰ８基部

某社 堂島大橋　橋梁

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 酒田港　テンションバー製作工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  ピラー形ジブクレーン

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 バッファタンク屋根　部材製作

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ＭＸ－４スタンド改造

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 Ｋ３Ｖ組立ライン（パレット返却コンベア部）：インド向け①

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 Ｋ３Ｖ組立ライン（メインコンベア部）：インド向け

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 Ｋ３Ｖ組立ライン（ワーク反転部）：インド向け

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ４工場２階Ａライン台車搬送改造

株式会社神戸製鋼所　機器本部機器工場 ＫＸ検査室　リフター台車

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  内槽仮置きサドル　

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

三菱重工業㈱防衛・宇宙ｾｸﾞﾒﾝﾄ宇宙事業部 整備塔６Ｆ手動式アルミ跳上床

2018 10 ㈱川重サポート 機械１工場移動扉 車輪修理

某社 扇橋水門　製作工事

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 舞浜　合成床版

泉州工機株式会社 石木２号橋 上部工工事　

泉州工機株式会社 大野ＩＣ橋　橋梁

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ９１１棟　含浸機械室　ポンプ補修

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜　クラブフレーム製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６ｔ　コイルリフターポストガイド部品

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６ｔ　電気室内電気品取付台

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６ｔ　反運転室側ガーダ下部デッキ

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 ＫＭＸ３６Ｓ搬送パレット

三菱日立パワーシステムズ株式会社 ＴＲＦ　ＩＰロータ　高速回転試験　加熱箱

㈱アーステクニカ 床（安全通路）塗装工事   機械工場・第二試験室内 

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 八戸ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰ発電所建設工事に伴うﾊﾞｲｵﾏｽ発電設備設置工事

2018 11 某社 高速１号羽田線　橋梁

某社 葛葉川１ｓｔロット

株式会社富田製作所 マリンハイドロテック向け　船曳船ドラム　

神鋼EN＆Mサービス株式会社　加古川 焼結工場モーター保管小屋設置工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  Ｈ３ロケットフェアリング艤装用特注足場製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  ＣＢ－Ⅱ　上部点検ステージ他製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ  Ｈ３ロケットフェアリング平坦ドーリー製作（跳ね上げ式）

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ロケットフェアリング幅方向固定治具製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８１４ 移動運転室レール及び架台

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６ｔ　艤装品②

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８１４　艤装品①

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８１４　艤装品②　　１５４９１ｋｇ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６ｔ　クラブデッキ他製作

納入実績表
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2018 11 ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６ｔ　艤装品①

三菱日立パワーシステムズ株式会社 東電千葉３号系列　ガスタービン/ローターコンテナ

三菱日立パワーシステムズ株式会社 Ｇ１－Ｊ７８０５　回転振動試験架台製作

三菱重工機械システム㈱　横浜 Ｈ３ロケット用移動発射台　天秤

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 階段等の追加製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 扉製作

株式会社新来島ドック 電線巻取リール製作（７台）

株式会社新来島ドック 型鋼切断搬送ライン 入口長尺取出しクレーン横行モータ能力向上

川崎重工業㈱ 航空宇宙ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ         Ｈ３ロケットフェアリング外部足場

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ   種子島宇宙センターＨ３ロケット射点設備のＶＡＢ２改修工事

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 ＪＫＴ仮受工

2018 12 株式会社コスモテック南日本事業部 モービルユニット用Ｈｅガス圧縮機整備

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 ６Ｐ手切ラインコンベア修理

㈱川重サポート 機械１工場移動扉 車輪修理

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ２００Ｔ　 ＳＴＵＢ軸定盤製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ Ｈ３ロケットフェアリング搭載アダプタ移動用台車　

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾒﾝﾃﾅﾝｽ ＯＴ１０．１１号　速度アップ改造工事

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 京浜３６ｔ　ガーター給脂配管作業

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 ＳＰ８１４　艤装品製作　③

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 １８００ｔ／ｈ　アンローダ　エプロン給脂部材

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 京浜３６ｔ　エアー配管工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ガイドフレーム製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８１４　ケーブルキャリア

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６ｔ　横行位置検出ラック

三菱日立パワーシステムズ株式会社 福島復興ＩＧＣＣ勿来ローターコンテナ

株式会社神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 Ｋ８マニ走行レール用シム板製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 外槽仮置きサドル

2019 1 川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　       作業架台（岐阜工場新低速風洞）

某社 葛葉川２ｎｄロット（８本）製缶～溶接

某社 古宿沢川橋梁 １５本

某社 高速１号羽田線　２，３ロット分二次部材

某社 升形１号橋　橋梁

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     組立５工場　台車道大扉ギヤードモータ交換作業

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　 組立１工場３棟 跳ね上げ式移動ドア制御盤更新

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ７Ｂ　クラブ式天井クレーン横行給電裸トロリー取替工事

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 運転スタンド　フランジ変換プレート冶具改造

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ＧＲＯＵＮＤ　ＰＬＡＮＥ機械加工

川崎重工業㈱　車両カンパニー 黒部ＥＬ　運転室構体

川崎重工業㈱　車両カンパニー キハ２６１系　エンジン吊梁

川崎重工業㈱　車両カンパニー Ｈ１００　エンジン吊梁
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2019 1 川崎重工業㈱　車両カンパニー Ｈ１００系　先頭構体 貫通出入口組立

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ロケットフェアリング断熱材貼付特注足場

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ロケットフェアリング水平仮置き台

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 ＳＰ８１４　艤装品製作　⑤

㈱ＪＦＥメカフロント阪神 ＳＰ８１４　給脂配管他

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 運転スタンドフランジ変換プレート冶具改造（３種類８セット）

㈱ＩＨＩ ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ Ｈ３ロケットＳＲＢ３実機大分離試験用部品ダミーコア

阿比野建設株式会社 Ｈ３フェアリング試験タワー製作　

川重ファシリテック株式会社 Ｈ３ロケットフェアリング試験タワー基礎フレーム

三菱重工業株式会社神戸造船所 イプシロンロケット発射設備俯仰シリンダ用トラニオン

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 新小谷木橋　主桁仮置き架台

2019 2 某社 ぐみ沢橋脚　＋基部

株式会社富田製作所 ホースリール製作

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＤＤ２００　中ハリ

川崎重工業㈱　車両カンパニー 黒部ＥＬ　運転室構体

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾒﾝﾃﾅﾝｽ JFEスチール仙台製造所向け搬送設備

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     断熱材貼付特注足場

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ロケットフェアリング水平仮置き台

川崎重工業㈱ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ＆ｴﾝｼﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ      呼び出しアンドン設計製作

川崎重工業㈱ 航空宇宙ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ  排気アダプタ

川崎重工業㈱ 技術開発本部               技術開発本部　堅型燃焼試験装置改修　ＳＵＳ

㈱ＩＨＩ ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ Ｈ３ロケットＳＲＢ３分離試験用ダミーモーター

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     スキッドベース製作

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 除湿機　

宮地エンジニアリング株式会社 西船場ＪＫＴ（横桁仕口）

宮地エンジニアリング株式会社 栗窪高架橋（横桁）

宮地エンジニアリング株式会社 西船場　横桁

2019 3 日下部建設株式会社 神戸空港係進入灯台留施設工事

某社 升形１号橋　製作費

株式会社コスモテック南日本事業部 M型ロケット発射装置（イプシロンロケット対応）部品製作

川重車両コンポ株式会社 博多／Ｒ１１７Ｒ９　非常用車両吊り具

川重車両コンポ株式会社 白山／Ｒ１１７ＹＲ９　非常用車両吊り具

三菱重工機械システム㈱　横浜 吊天秤製作　Ｄ２１１－Ｋ００９　

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ３５０ｔ搬送用エアキャスター駆動装置

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 １ＳＫ　真空二重管クリーンブース

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ７船台移動屋根修理

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 内業 中央トラバーサ ケーブル巻取装置補修工事

㈱神鋼ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ＆ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 搬送コンベア　材抑誘導装置製作　

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     Ｒ８リング組立冶具

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８１４　艤装品追加

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ろ過水タンク屋根＃１
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2019 3 ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ろ過水タンク屋根＃２

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ 台板、スローブ製作のみ（福井）

三菱日立パワーシステムズ株式会社 関電Ｈ２Ｒ／ＧＴ予備ロータ保管用コンテナ

三菱日立パワーシステムズ株式会社 吊上げ用座（圧縮機側）

三菱日立パワーシステムズ株式会社 ＪＲ東日本　川崎発電所　０１系列０１号機

三菱日立パワーシステムズ株式会社 ＧＱ－０９３３２　ロータコンテナ　符号Ａ６～Ｃ２　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　     ＬＮＧタンク現地工事用ダブルサイド横自動溶接機

株式会社新来島ドック 型鋼切断搬送ライン 入口側長尺取出しクレーン減速機更新

大起産業株式会社 三菱重工業㈱飛島工場向けﾛｹｯﾄﾀﾝｸ耐圧試験槽 H-3対応改修 

三菱重工機械システム㈱　横浜 制振装置（ボールネジ駆動型レール式１方向ＡＭＤ×２台）製作

2019 4 ㈱ＩＨＩインフラシステム 吉川橋ロット　横桁及び縦桁

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ５ＢＫ搬送台車改修工事

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     ストラット罫書冶具

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 潜水艦 梯子　

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８２４　艤装品①

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ろ過水タンク屋根＃３

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８２４　艤装品③

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８２４　艤装品③

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 Ｍ５Ｘ組立パレット６ｾｯﾄ

川崎重工業㈱精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ西神戸 Ｍ５Ｘ－ＶＣ洗浄パレット６ｾｯﾄ

三菱日立パワーシステムズ株式会社 M５０１ＳＦ　ブロック組吊り治具（＃１２－１８）Ｅ２－７１９９１

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 八戸ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰ発電所建設工事に伴うﾊﾞｲｵﾏｽ発電設備設置工事

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ＳＴＲＵＴ／ＦＯＩＬ機械加工

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 新東名　歌川他　検査路

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 ＭＪ０２３　テンションバ製作工事

川田工業株式会社 筑後川陸上部（Ｐ０６－４）工事

2019 5 川田工業株式会社 かの里高架橋　２２，２３ロット　

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     排気コレクタ位置決め冶具

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ３ＷＫ　１Ｆ天井クレーン走行工事

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＤＤ２００　運転室構体（運妻）

川崎重工業㈱　車両カンパニー キハ２６１系　エンジン吊梁（８ｃ分）

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＧＶ－Ｅ４００　エンジン吊梁

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ９１１棟　含浸エリア不燃カーテン据付工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ろ過水タンク屋根＃４

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜　電気室製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８２４　艤装品②

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     アダプターリング

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ロケットフェアリング内部架構

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ロケットフェアリングアダプター荷重負荷治具

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     Ｈ３ロケットフェアリングロードリングフレーム

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ロケットフェアリング荷重分布治具　ＳＥ１８０３７３　１，８２３ｋｇ
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2019 5 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ロケットフェアリングトーナメント下側

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     Ｈ３ロケットフェアリング上部フェアリング架構

三菱重工機械システム㈱　横浜 吊天秤（十字式）製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 八戸ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰ発電所建設工事に伴うﾊﾞｲｵﾏｽ発電設備設置工事

2019 6 某社 上保原地区橋梁

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     ＤＳＳ試験用架台製作　

川重冷熱工業株式会社 パイプベンダー本体　ＴＢ－ＧＭ－３５型（特）

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＧＶ－Ｅ４００　エンジン吊梁

川崎重工業㈱　車両カンパニー Ｈ１００　エンジン吊梁（７～１３号）

川崎重工業㈱　車両カンパニー キハ２６１系　エンジン吊梁（１０９～１１２）

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 泊発電所　屋外タンク廻り　階段、手摺製作

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 基礎ボルト用座金部品製作

神鋼環境ソリューション株式会社 ６ｔ油圧昇降付きＬ型ポジショナー特注仕様

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     蒸発管ハンマー連結軸

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ろ過水タンク屋根＃５

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ろ過水タンク屋根＃６

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ＳＰ８２４　艤装品③－１

川崎重工業㈱ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ＆ｴﾝｼﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ      セルフィーダ改造設計製作（２台）

三菱日立パワーシステムズ株式会社 モーメンタム計測装置　ＥＡ－９００００

三菱日立パワーシステムズ株式会社 インドネシア　Ｍｕａｒａ　Ｋａｒａｎｇ／ロータコンテナ　

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     Ｈ３ロケットフェアリング上部荷重フレーム

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ロケットフェアリングデッドウェイト

川重ファシリテック株式会社 Ｈ３ロケットフェアリング回転用吊り具製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 八戸ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰ発電所建設工事に伴うﾊﾞｲｵﾏｽ発電設備設置工事

2019 7 某社 渋谷歩道橋　

神戸市 神戸市東灘区深江浜町　東神戸４０２号・４０４号制水扉

㈱ＩＨＩ ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ Ｈ３ロケットＳＲＢ３強度試験用ＳＴＡＮＤ　ＡＤＰＴ

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     塗装室排気ファン不具合修理　Ｎｏ．１～Ｎｏ．３

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＹＣ１　貫通路（１～６）

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＧＶ－Ｅ４００　エンジン吊梁

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 泊発電所　屋外タンク廻り　階段、手摺製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     水素船タンク屋根兼吊天秤製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     ウォールボックス　

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     ハンマリング連結軸ガイドビーム

三菱重工機械システム㈱　横浜 山留材製作

㈱アーステクニカ 油圧配管

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　坂出 Ｌ１ＭＥＴ（ＬＩＧＨＴ　ＧＲＡＹ）

株式会社コスモテック南日本事業部 Ｈ３用ＭＬ　Ｈ－２Ｂロケット打上時退避場所／下部プレート製作

2019 8 某社 サドルプレート製作～塗装まで

某社 大岡川　桁・脚・Ａ／Ｆ　

㈱ＩＨＩ ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ Ｈ３ロケットＳＲＢ３ノーズコーン耐圧試験治具
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2019 8 共和溶構株式会社 ロボットスタンド製作

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 フレアーレスカップリング（隔壁貫通金物）

川崎重工業㈱ 船舶海洋ｶﾝﾊﾟﾆｰ　神戸 ５ＢＫ昇降フラット架台改造工事

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 泊発電所　屋外タンク廻り　階段、手摺製作

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ９１１棟　クーリングタワー用補修部品

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             ９１１棟　含浸機械室　ポンプ補修

川崎重工業㈱ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ＆ｴﾝｼﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ      塗装ブース空調機据付及びダクト工事

㈱ＩＨＩインフラシステム 新駒門東第三高架橋　中間横桁ＢＨ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　     自動溶接機消耗品購入その３

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     外槽サドル・コンテナ枠・トンネルリセス製作

川崎重工業㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄｶﾝﾊﾟﾆｰ　     播磨工場７Ｎ　外槽一体化治具 解体工事

川崎重工業㈱ 航空宇宙ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ         海上自衛隊岩国基地ＡＯ据付工事 部品製作

三菱重工機械システム㈱　横浜 アスター・ジョイ・シティ（株）制振装置製作

泉州工機株式会社 小名浜　横、縦桁製作　

泉州工機株式会社 ７Ｈ４０３－小名浜　箱桁１５箱

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 清水港テンションバ

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 高知新港　荷役機械整備工事　テンションバ製作


