
2020.9 現在

年度 月 客先 製品名称

2019 9 川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 真空二重配管ユニット吊天秤

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

川重ＪＰＳ㈱ TAIL CONE　製作

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 高性能集塵機

㈱神鋼エンンジニアリング＆メンテナンス JFEｽﾁｰﾙ仙台　搬送設備改造　手摺、架台

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー防熱工事用屋根製作

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーWP上スロープ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　クラブフレーム製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　東側ガーダー上部下部デッキ

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 再WN洗浄機用給水・送水制御設備

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 電動昇降作業台

三菱パワー株式会社 吊上げ用座

三菱パワー株式会社 タイ　Gulf　Siracha向け/ロータコンテナ　

株式会社神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 連結板（ダイマガサドル移動装置関係）　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーダブルサイド横自動溶接機　試作機追加部品

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーリンカーン直流電源　DC1000　本体

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー固定冶具組立　

株式会社コスモテック南日本事業部 ﾓｰﾋﾞﾙﾕﾆｯﾄ用He圧縮機整備 初回点検整備時交換推奨部品

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 シールリテナー(LONG BHDシール用)

泉州工機株式会社 葛葉川橋　横桁

2019 10 川崎重工業㈱　車両カンパニー ２７００系　先頭構体 貫通出入口組立

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＹＣ１　エンジン吊梁（１～６／１８）

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

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             415棟　横柵ビーム移設工事

川重ＪＰＳ㈱ W  ＩＮＬＥＴ　ＬＩＰ　21R1K　加工費

川重ＪＰＳ㈱ W  ＩＮＬＥＴ　ＬＩＰ　21R1K　加工費

三菱電機(株) 電力システム製作所             スペーサー

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 探傷装置移設

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 反転機　

㈱神鋼エンンジニアリング＆メンテナンス ＭＦ１及びＭＦ２　暗室部材製作

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 倉敷１２０t　移動運転室ﾚｰﾙ及び架台

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　西側ｶﾞｰﾀﾞｰ上部下部ﾃﾞｯｷ製作

川崎重工業㈱ロボットディビジョン ＢＸＰオイルシール圧入治具製作

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 舵柄の追加工

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 電動昇降作業台　重量タイプ

三菱パワー株式会社 Tuxpan#1　/ロータコンテナ　

㈱ＩＨＩインフラシステム 新駒門東第三高架橋ロット⑧横桁

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー ガイドレール　

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー アーミングプレート製作　

納入実績表
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2019 10 川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー内部架構（下側）　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー内部架構Ｄ（上側）　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー治具架台　３台　300㎏/㎡タイプ

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー富士石油袖ケ浦製油所殿/ＳＡＨ掃除用具

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー鹿島南共同発電　配管床開口部部材

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー手摺

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーＬＮＧ検証実験部材

三菱重工機械システム㈱　横浜 仮設梯子

㈱アーステクニカ 天井クレーン

㈱アーステクニカ シェル組立作業

株式会社新来島どっく 鋼板全面印字装置フラッシング作業

株式会社新来島どっく 浮揚ローラーコンベア高圧ホース交換工事

株式会社新来島どっく ３Ｆコンベヤインバーター交換工事

ＪＦＥプラントエンジ㈱ 吊具

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー Ｈ３ ＡＧＥ Fairing coupling pin

中森技研株式会社 143W3005-701-19H6M(6FME)　回転装置

中森技研株式会社 143W3005-701-19H8M(8FME)　回転装置

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー基幹ロケット射点設備の改修工事(整備組立棟等)

三菱重工機械システム㈱　横浜 京阪神ＯＢＰビル／耐風シャピン架台

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 GROUND PLANE ASSEMBLY

泉州工機株式会社 落橋防止装置(7H408-ﾄﾖ)

泉州工機株式会社 竹ノ塚高架橋

2019 11 川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー床面洗浄機

㈱ＩＨＩインフラシステム Fﾔｰﾄﾞ２００tジブクレーン　ポスト内歩道等の製作

ＩＨＩ運搬機械株式会社 新小野田400t/ｈﾊﾞｲｵﾏｽPUL　ニューマチックアンローダー

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー外槽サドル・コンテナ枠・トンネルリセス製作

㈱林鉄工所 関西電力（株）美浜原発発電所　炉内構造物取替工事　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーＨ３フェアリング対応 ＳＦＡ２作業台改修

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーＶＡＢ２ ＮＯ１＆２昇降床改修工事 現地改修工事

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 潜水艦作業架台改造（Ｍ５）

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ５ＢＫ搬送台車改修工事

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー天井支持装置　作業架台

川崎重工業㈱　車両カンパニー ２７００系　エンジン吊梁（１～１６号）

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（１～１２号）

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＹＣ１　貫通路（１～１８）

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＹＣ１　エンジン吊梁（13～18／１８）

川重ＪＰＳ㈱ ＢＵＣＫＥＴ製作

川重ＪＰＳ㈱ W  ＩＮＬＥＴ　ＬＩＰ　21R1K　加工費

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 高速切断機

三菱電機(株) 電力システム製作所             加熱コイル

㈱神鋼エンンジニアリング＆メンテナンス JFEｽﾁｰﾙ仙台　搬送設備改造（スキッド）
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2019 11 川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーテント倉庫テント生地張替工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉コンテナクレーン　走行装置

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　クラブデッキ製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　イコライザー・上部シープ部製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　ケーブルキャリア

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　北側・南側継ぎガーダーデッキ他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　ホイストレール及びハンガーレール製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　ガーダデッキ階段

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　防熱板

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６t　電気室側ガーダ下部デッキ

川崎重工業㈱ モーターサイクル&エンジンカンパニー   センタレス研磨機

三菱パワー株式会社 吊上げ用座（圧縮機側）組立品　

三菱パワー株式会社 吊上げ用座（タービン側）組立品　

三菱パワー株式会社 Tuxpan#2　/ロータコンテナ　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー真空引き配管

㈱アーステクニカ チェーン給油装置

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　坂出 Ｌ１  ＭＥＴ（ＬＩＧＨＴ  ＧＲＡＹ）

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　坂出 小組  ＨＧ１Ａ＿１Ｆ

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー MCH-101(掃海仕様)搭乗員訓練装置 ＡＯ訓練部設置工事

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー MCH-101(掃海仕様)搭乗員訓練装置 定期点検

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

ＩＨＩ運搬機械株式会社 ニューマチックアンローダ  ガーダ 製作

泉州工機株式会社 竹ノ塚高架橋

泉州工機株式会社 Ｂ７ペント梁

泉州工機株式会社 吹田池田載荷試験体

宮地エンジニアリング株式会社 西蟹田第２高架橋（鈑桁）

宮地エンジニアリング株式会社 小川第三高架橋（外回り）

2019 12 川崎重工業㈱ロボットディビジョン 大型ロボットライン組立ライン制御装置機器更新作業

川崎重工業㈱ロボットディビジョン 大型ロボットライン組立ラインQAライン制御装置機器更新作業

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ＭＸマルチスタンド

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ＫＭＸ運転スタンド機体配線工事

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ＫＭＸ１５ＲＢ搬送パレット

㈱ＩＨＩ ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ＳＲＢ－３ダミーモーターの先行改修

㈱明石工作所 架構塗装工事

泉州工機株式会社 竹ノ塚高架橋

泉州工機株式会社 竹ノ塚高架橋　Gロット

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 直江津港 テンションバー製作

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ５００ＴＯＮ排水ポンプ

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ５ＢＫ・Ｍ４昇降フラット架台新設工事

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーストラットカバー着脱台車フレーム

川崎重工業㈱　車両カンパニー Ｈ１００　エンジン吊梁（１～６号）
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2019 12 川崎重工業㈱　車両カンパニー キハ２６１系　エンジン吊梁組立

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＹＣ１　貫通路（１～１８）

川崎重工業㈱　車両カンパニー ＹＣ１　運妻前面先組（１～１８）

菱神テクニカ㈱                          既設パレット式自動倉庫解体　(ﾄﾖﾀL＆F施工）

㈱神鋼エンンジニアリング＆メンテナンス 山陽特殊製鋼　６０ＨＰ矯正機部品製作

株式会社神戸製鋼所　チタン工場 るつぼ吊り用天秤　２０ｔ

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー艤装用特注足場　18V-0040E改造　　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーパーライト仮設配管

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６t　クラブフレーム製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６t　ガイドフレーム及びガイドフレーム先端金具

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他製作　　

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６t　横行位置検出ラック

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

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６t　クラブデッキ他製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 吊具製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　移動運転室フレーム他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　ガーダー及びブーム　ＣＴ鋼加工

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６t　移動運転室フレーム

三菱パワー株式会社 吊上げ用座（圧縮機側）組立品　

三菱パワー株式会社 吊上げ用座（タービン側）組立品　

川崎重工業株式会社　 全体吊八角結合吊具　

株式会社新来島どっく 電線巻取リール

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 (田邊空気機械製作所)

中森技研株式会社 転回装置　改修工事

2020 1 宮地エンジニアリング株式会社 小川第三高架橋

宮地エンジニアリング株式会社 小川第三高架橋（外回り）

川崎重工業株式会社 Ｈ３フェアリング輸送コンテナ

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ３Ｂ定盤　２０ｔｏｎ門型クレーン

三菱電機(株) 電力システム製作所             自動倉庫

三菱電機(株) 電力システム製作所             ベンディングローラー

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 水室鏡電解研磨検証試験

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　給脂配管他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　機械室製作

川崎重工業㈱ロボットディビジョン 昇降リフター棚置き設備

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 可搬形エンジン発電機防音型

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 局所排気装置（ドラフトチャンバー）本体工事

三菱パワー株式会社 吊上げ用座（圧縮機側）組立品　

三菱パワー株式会社 吊上げ用座（タービン側）組立品　

三菱パワー株式会社 アメリカ　Jackson#1/ロータコンテナ　

㈱ジャパンエンジンコーポレーション φ11.56ｍ泥土圧シールド　摺動フレーム製作　2907.2㎏

㈱ジャパンエンジンコーポレーション φ11.56ｍ泥土圧シールド　旋回レール製作　5728.2㎏



2020.9 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

2020 1 川重ファシリテック㈱　東部事業所 アルミ旗ポール更新工事

泉州工機株式会社 シロタ掘削機

泉州工機株式会社 Ｂ１ベント下層梁、基礎梁

泉州工機株式会社 庄内川橋（下り線）

2020 2 神戸市 クレーン年次・性能検査

川崎重工業㈱ロボットディビジョン ロボット第二工場塗装場ノイズ対策

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ５ＢＫ搬送台車改修工事

三菱電機(株) 電力システム製作所             熱風発生器

三菱電機(株) 電力システム製作所             検査装置清掃

岡本鉄工株式会社 三菱日立水力株式会社殿向け水平軸機械加工

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー簡易伸縮テント

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷１２０t　改造追加

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　機械室床製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　機械室ﾘｰｽ品

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ　走行装置製作

三菱パワー株式会社 Jackson#2/ロータコンテナ　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー搬送治具製作　３０基

川重ファシリテック株式会社 高輪ｹﾞｰﾄｳｪｲ駅前用地イベント新設工事　ﾒｲﾝｻｲﾄ柱11台製作

泉州工機株式会社 阪神淀川橋梁仮線製作架設

泉州工機株式会社 Ｂ１ベント下層梁、基礎梁

泉州工機株式会社 阪神淀川橋梁仮線製作

泉州工機株式会社 庄内川橋（下り線）

泉州工機株式会社 ビルドＨ

泉州工機株式会社 庄内川（上り線）G４シリーズ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ　ブーム・ガーター

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング Ｈ３　ＳＲＢ３ダミーコア改修及び治具製作

2020 3 川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 クレーン整流器修理工事

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー屈折ブーム式高所作業車

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 京浜３６t　給脂配管

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　バックステー及びテンションバー

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　巻上ロープ　水切装置

三菱パワー株式会社 ＳＭＷ　Suncor#1/ロータコンテナ　

株式会社神戸製鋼所　鋳鍛鋼事業部 クランク仕上げ架台製作設置工事

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング Ｈ３　ＳＲＢ－３ダミーモータの改修

川重ファシリテック株式会社 フェアリング輸送コンテナ製作

株式会社コスモテック南日本事業部 ＧＨｅ系ＥＭ－ＢＯＸ製作

2020 4 神戸市 小寄公園展示市電屋根改修工事

川崎重工業㈱ロボットディビジョン リンク反転機

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング Ｈ３　ＳＲＢ３組合せ剛性試験 機体置台

川崎重工業㈱ロボットディビジョン ｄｕＡｒｏアームバックラッシュ調整治具増設　

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ＫＭＸ３６Ｓ　組立旋回装置
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2020 4 川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 舵柄の追加工

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ５ＢＫ搬送台車改修工事

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 給気及び排出弁組合せ　作動検査用支持台

三菱電機(株) 電力システム製作所             搬送ローラー架台改造

三菱電機(株) 電力システム製作所             ベンディングロール曲げ　幅狭板ガイド治具製作

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 ＫＣ－１４００クレーン組立ＳＶ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　給脂配管部材､給脂配管作業

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　脚面組

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 艤装品①製作

川崎重工業㈱ロボットディビジョン クリーンロボット吊上げフレーム

三菱パワー株式会社 ＳＭＷ　Suncor#2/ロータコンテナ　

三菱パワー株式会社 韓国　ＰＯＳＣＯ浦項１９号／ＧＴ　圧縮機サポート台板製作

三菱パワー株式会社 韓国　ＰＯＳＣＯ浦項１９号／ＧＴ　ターニング装置台板製作

三菱パワー株式会社 吊上げ用座　オペ№0010～0070

三菱パワー株式会社 吊上げ用座　オペ№010～150

三菱パワー株式会社 韓国　ＰＯＳＣＯ浦項１９号／ＧＴ　ターニングモータ台板製作

三菱パワー株式会社 ５０１Ｆ３向け入口ー燃兼圧車室反転吊具製作　　

三菱パワー株式会社 ＫＰＶ－２２５＿吐出しボウル水圧用具製作

㈱ジャパンエンジンコーポレーション 旋回式組立足場バケット製作

㈱タマディック Ｈ３ロケット衛星分離部置台

㈱タマディック 高所作業車

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 プロペラ翼交換要具

泉州工機株式会社 庄内川（上り線）G４シリーズ

泉州工機株式会社 Ｓ１２－２ 鋼高架橋 支柱､仕口（2基） 

泉州工機株式会社 竜巻防護対策工事（その２） [六ヶ所村]

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 テンションバ製作　アイランドシテイ地区

2020 5 川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 発送場南側雨避け対策

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン クレーンガータ延長工事 

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ウォール型ジブクレーン取付工事

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ロータリーストッカー

三菱パワー株式会社 タイ　Gulf　Siracha向け/ロータコンテナ　

三菱パワー株式会社 ＳＭＷ　Harrison#1/ロータコンテナ　

三菱パワー株式会社 タイ GSRC#2～4 /ＴＣＡクーラー発送用架台製作　

㈱アーステクニカ ロータカバー（１）

2020 6 ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　テストウエイト

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 １ＨＯＴ　艤装品製作①　

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 Ｊ１４４　艤装品製作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      ６０工場スロープ改修工事

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー外槽（屋外）仮設足場組立・解体　追加工事

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー日本製鉄（株）向けスリーブ・フード製作

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーフードボイラ　フィンカット及び開先加工
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2020 6 川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーＶＡＢ２  作業床切替作業（現地工事）

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 大型ザイグロ設備 浸透槽支持フレーム劣化修理工事

共和溶構株式会社 高浜４号機向け フィルタベント設備 遮へい体

泉州工機株式会社 小松こ線橋補修工事（P２～P３） [東京側]

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 コンテナークレーンテンションバー

2020 7 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

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 洗浄カゴ　製作及びダイニング

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 艤装品製作②

三菱パワー株式会社 タイ　Gulf　Siracha向け/ロータコンテナ　

三菱パワー株式会社 SMW　Harrison#2/ロータコンテナ　

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー ＦＲＧ基台

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー ＦＲＧ　ＢＡＳＥ　ＫＩＴ　

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー BASE　ASSEMBLY　REPAIR　KIT　

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーＢＦ３２１足場

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニー可動式間仕切り

㈱アーステクニカ 自走式高所作業車

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　坂出 ５Ｆ棟 ４．８t＋４．８t片脚クレーン修理

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー アルミ製特殊足場材

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 横環南栄橋脚 

2020 8 中森技研株式会社 回転装置解体撤去工事

㈱神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ デッキ棚補強補修工事

川崎重工業㈱　船舶海洋カンパニー　神戸 ３４号天井クレーン横行ケーブル更新工事

三菱電機(株) 電力システム製作所             415棟　土間定盤基礎工事

三菱電機(株) 電力システム製作所             415棟　ベンディングロール歩廊工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　輸送用固縛材

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 艤装品③製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 千葉ｺﾝﾃﾅ　フック付吊ビーム搭載台車

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 １ＨＯＴ　給脂配管（ドレン）工事

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 艤装品製作③

三菱パワー株式会社 台湾大潭STAGEⅡUnit4/LPロータ用コンテナ　

三菱パワー株式会社 吊上げ用座　

三菱パワー株式会社 回転振動試験電磁石用架台

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーＯＧ　リングガーダ製作

川崎重工業㈱ エネルギー環境プラントカンパニーフード水管治具材料費

㈱タマディック Ｈ３　ガスジェット取扱装置

川重ファシリテック株式会社 Ｈ３コンテナ屋外保管用スキッド

東亜外業株式会社 ネジール（平瀬ダム１工区）

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 為当高架橋 Ｐ５脚


