
2021.9 現在

年度 月 客先 製品名称

2020 9 川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 転用防止盤木及び連結金物

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー ＬＭＲ用マニュピレータ ピローブロック交換工事

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー テーブルリフターＯ/Ｈ点検費用（４台分）

川崎重工業㈱　車両カンパニー 貫通路

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー ブラスト装置用サイクロン装置更新工事

三菱パワー株式会社 タイ GSRC#3 /TCAクーラー発送用架台製作　SKT-19-005

三菱パワー株式会社 8Z-00183 タービン動翼脱着用足場製作

川崎重工業㈱ロボットディビジョン BXP20R組立冶具

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 機器第四工場２階塗装場二段コンベア更新工事

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 2工場酸洗浄機搬送関連更新工事

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ＫＭＸバッファコンベア増設改造

三菱パワー株式会社 Ireland　Huntstown　M701F3型ロータコンテナ製作

三菱パワー株式会社 G2-J2387　吊上げ用座

三菱パワー株式会社 G2-J0473-01-00　吊上げ用座

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SP834　給脂配管他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SB621　艤装品製作①

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 川重神戸120tジブクレーン　艤装品①

㈱ＩＨＩインフラシステム 閉伊川水門　ロープガイド・カバー/航路部２号下段扉

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 補強ブロック再製作および再取付工事

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー H3ロケットフェアリング基台　現地改修工事及び荷重試験

㈱タマディック H3ロケット機体前端吊り具

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 形鋼ライン(ABLINE) Windows10対応

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 為当高架橋 P5脚

2020 10 川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー MONORAIL-TRAVERSER用走行サドル製作

日立建機株式会社 テーブルリフター安全対策

三菱パワー株式会社 タイ GSRC#4 /TCAクーラー発送用架台製作　SKT-19-005

三菱パワー株式会社 MHPSA SMW Marlim Azul ローターコンテナ　SKT-19-003

㈱ＩＨＩインフラシステム 天ヶ瀬ダム　扉体立て起し架台 

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー ガイド金具　衛星フェアリング組立棟取付工事

㈱タマディック H3ロケット起立治具着脱作業台

株式会社コスモテック JAXA種子島宇宙センター　モービルユニット用Ｈｅガス圧縮機整備 

東亜外業株式会社 平瀬ダム1工区ネジール製作

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

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー パワーモジュール着脱要具

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー 31T772 Rev.B  EXTRACTOR, LP PMI MANDREL 

川重ファシリテック株式会社 隅金物ブラケット､コンテナ妻面用部品他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SB621　艤装品製作②

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー ＤＳＳ本体整備

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー L1 MET(GRAYN-5.0)

納入実績表



2021.9 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

2020 10 川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー JAXA種子島宇宙センター　VAB2作業床切替･追加改修作業

泉州工機株式会社 小松こ線橋補修工事(P2～P3) [千葉側]

泉州工機株式会社 尻掛橋 連結構、手延機部分対傾構･横構

泉州工機株式会社 東村山 S14

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 新東名高速道路新駒門第一高架橋(下部工検査路、昇降階段)

2020 11 神戸市 床下気吹装置排気ファン用インバーター更新作業

三菱パワー株式会社 回転振動試験　BVMセンサ　サポート

三菱パワー株式会社 M701JAC1、JAC1-a、JAC2a-b　入口ケーシング～タービン車室

三菱パワー株式会社 G2-J2387-01-R00　吊上げ用座

㈱アーステクニカ 製缶工場　天井クレーン更新　シングルレール

株式会社新来島どっく 条材工場　形鋼切断ライン入口側ステージ３工事

泉州工機株式会社 尻掛橋 連結構、手延機部分対傾構･横構

泉州工機株式会社 古川架道橋ホーム桁製作工事(メッキ橋)

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 新東名高速道路新駒門第一高架橋(下部工検査路、昇降階段)

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 中央ふ頭荷役機械製作設置工事　テンションバー

2020 12 株式会社ニチジョー コープ神戸六甲アイランド食品工場メタン発酵槽

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 バッカン製作

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 監視系耐圧容器

三菱パワー株式会社 501JAC2形　T-1C　溶接拘束治具

三菱パワー株式会社 米国TamazunchaleⅡ　TCAクーラ発送用架台製作　SKT-20-002

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SB621　艤装品製作③

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー レール研磨機

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー ガス燃料管系サポート及び防振器

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー JAXA種子島宇宙センター　VAB2 No1昇降床改造他

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー JAXA種子島宇宙センター基幹ロケット射点設備の改修工事整備組立棟)

株式会社コスモテック 種子島宇宙センターHeｶﾞｽ圧縮機 吸入弁･吐出弁整備 

2021 1 ㈱タマディック H3ロケット　エンジン着脱装置

㈱タマディック H3ロケット　1段エンジン部作業ステップ

㈱タマディック H3ロケット　起立治具着脱作業台

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事　ジャッキアップシステム　

㈱林鉄工所 美浜発電所向け架台部材

三菱電機(株) 電力システム製作所             巻線スタンド解体

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 潜水艦津波対策 防潮フェンダ

三菱パワー株式会社 東北電力上越1号（J1）向けLPタービン一体発送架台製作

㈱ＩＨＩインフラシステム 閉伊川水門　ロープガイド・カバー/非航路部１号扉

三菱パワー株式会社 タイ　Gulf　Siracha向け/ロータコンテナ

㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 西濃運輸向け搬送設備　手摺・階段製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 2.8t×17.26m　架構改造追加製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 SB621　給脂配管
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2021 1 ＪＦＥプラントエンジ株式会社 太刀浦　運転室取付台製作

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー ＲＨＢ過熱器管用　回転架台

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 1F棟 切断機上下駆動改造工事

株式会社新来島どっく 波止浜どっく　条材工場ライン修理

2021 2 エム・エムブリッジ㈱ 本牧海づり施設渡橋等復旧工事(さや管・主桁)

神戸市 令和２年度　名谷車両基地・西神車庫クレーン検査業務

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ケーシングストッカー改修工事

㈱ジャパンエンジンコーポレーション ガイド金具Ａ

㈱ジャパンエンジンコーポレーション ガイド金具Ｂ

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 レーキ装置用リンク装置

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 太刀浦コンテナークレーン　係留装置

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 太刀浦コンテナークレーン　横行車輪部品

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ウォールクレーン　艤装品

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー カーゴポンプ搬出用ダビット

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 横環南栄橋　脚 

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 中央ふ頭荷役機械製作設置工事　テンションバー

2021 3 川崎重工業㈱ロボットディビジョン レーザートラッカー架台

川崎重工業株式会社　PCR事業総括部 PCR事業総括部 PCR検査ｺﾝﾃﾅ(2号機)仮ﾃﾝﾄの設置

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 42号タワークレーン補修工事

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー １ＳＫパレットラック　棚板増設

㈱ユタカ工機 格納箱製作

佐藤工業株式会社 水平溶接台車(鋼管杭溶接）

川崎重工業㈱ 航空宇宙システムカンパニー #9　リベッターマシーン　クレーン改修工事

日立建機株式会社 溶接用ポジショナーテーブルW1200

三菱パワー株式会社 圧力隔壁（バランスプレート）変形防止用治具製作　ZH-00301

三菱パワー株式会社 701SDAX　2C　上流＆下流側面板

三菱パワー株式会社 701SDAX　6C　上流＆下流側面板機械加工

三菱パワー株式会社 701SDAX　11C　上流＆下流側面板機械加工

川崎重工業㈱ロボットディビジョン カメラ架台

川崎重工業㈱ロボットディビジョン 圧入冶具

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 80°反転機手動装置

三菱パワー株式会社 09-36889-R11　吊上げ用座

三菱パワー株式会社 09-48538-R10　吊上げ用座

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 出銑床クレーン13t　バルブスタンド

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー Ｃ-２ 設備用尾翼部吊足場　吊足場

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー Ｃ-２ 設備用床置足場　Nスタンド製作品　４月分

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事　ギヤトロ設備

川重ファシリテック㈱　東部事業所 トランスファークレーン荷重検出装置更新

㈱アーステクニカ 溶出防止材タンク
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2021 3 ㈱アーステクニカ 連続式造粒機　チョッパー部品

南種子町役場 業務用空気清浄機　ACEF12X-W　

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 苫小牧コンテナークレーン　逸走防止装置

2021 4 川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 洗浄機改造･CV据付工事

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 日本原燃六ケ所村向け　冷却塔付帯設備

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 レーキ装置用リンク装置及び台車組立に関する改造

三菱電機(株) 電力システム製作所             防塵作業用天井開閉装置

三菱電機(株) 電力システム製作所             横柵ビーム用上段ブラケット改造工事

三菱電機(株) 電力システム製作所             横柵ﾋﾞｰﾑ用上段架台撤去工事

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 傾斜はしご

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 組立１工場大扉修理工事

日立建機株式会社 レバー固定治具設計製作

株式会社コスモテック 第二衛星フェアリング組立棟ＨＴＶ-Ｘ射場整備用高所作業車

株式会社コスモテック 第二衛星フェアリング組立棟射場整備用高所作業車

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 新東名高速道路新駒門第一高架橋(下部工検査路、昇降階段)

2021 5 三菱パワー株式会社 G2-J2387　吊上げ用座オペ№010～150　2021/2

三菱パワー株式会社 吊上用座 6302668 材料支給～完成まで

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー ブース新設工事

三菱パワー株式会社 メキシコTamazunchale　燃焼器発送架台

川崎重工業㈱ロボットディビジョン BXP用圧入治具

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン 監視カメラシステム

三菱パワー株式会社 吊上げ用座　フジャイラ＃1

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 倉敷4高炉　移動台車他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　移動運転室給電レール

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　ガーター上部・下部デッキ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　電機品取付台/床ダクト製作

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 出銑床クレーン　エアー配管据付

川崎重工業株式会社　 H3ロケット　ガイドレール改修作業

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー Ｃ２設備用床置足場　Wスタンド

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 移動台車

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事　ジャッキアップ仮受台

2021 6 エム・エムブリッジ㈱ 本牧海づり施設渡橋等復旧工事

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング 和歌山カイロスロケット機体組立装置（50tエアキャスターシステム）

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 仕様書NO.SAEA-AV-200483：J1-02KQ375　

三菱重工業㈱ 神戸造船所                 仕様書NO.SAEA-AV-200492：J1-02KQ360.378　

三菱重工業㈱ 神戸造船所                      仕様書№SAEA-AV-200496：J1-02KQ371

三菱パワー株式会社 アメリカ　Jackson#1　燃焼器発送架台

三菱パワー株式会社 アメリカ　Jackson#2　燃焼器発送架台

三菱パワー株式会社 回転振動試験（HSBT)部品製作



2021.9 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

2021 6 川重ファシリテック株式会社 PCR20ftコンテナ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　クラブフレームデッキ及び移動運転室レール架台

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　電機品取付台/床ダクト製作　NO.2

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　電気室側ガーター防熱板他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 ニセコ花園リフト　ベースブラケット

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー Ｃ-２ 設備用床置足場　Eスタンド

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 電動式自走面取り機

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 南半球内槽組立冶具

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 南半球外槽組立冶具

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 北半球内槽組立冶具

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 北半球外槽組立冶具

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事　ジャッキアップ設備

2021 7 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）

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング 和歌山カイロスロケット　1段機体組立装置　

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング 和歌山カイロスロケット　2段機体組立装置　

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング 和歌山カイロスロケット　3段機体組立装置　

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事　ブラケットベンﾄ設備

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事　ギアトロ設備

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 宮の前高架橋P8-P12(上り線)_P8橋脚部吊り設備

三菱電機(株) 電力システム製作所             コア用ロボット装置解体

三菱電機(株) 電力システム製作所             溶接・機械実習場空調機新規設置工事

三菱電機(株) 電力システム製作所             開閉装置内部開口部製作

㈱川重サポート 機械２工場　大扉ストッパ製作・取付工事

三菱パワー株式会社 タイGSRC　Siracha#3　GT燃焼器発送架台

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー C-2設備　リフター

川重ファシリテック株式会社 PCR20ftコンテナ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　移動運転室乗込デッキ

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　走行集電デッキ

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー C2設備　ストライカ

川重ファシリテック株式会社 H3コンテナ改修・H2吊り天秤改修（SFA2用） 

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー カーゴポンプ搬出用ダビット

泉州工機株式会社 大谷橋　仮組立現地工事

泉州工機株式会社 地下鉄　１．３号線可動式　ホーム柵

2021 8 三菱パワー株式会社 吊上げ用座　フジャイラ＃2

三菱パワー株式会社 吊上げ用座　フジャイラ＃3

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング 和歌山カイロスロケット　衛星フェアリング起立装置

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング 射場治工具類の組立/試験費

㈱ＩＨＩ エアロスペースエンジニアリング 和歌山カイロスロケット　荷重試験用ウェイト

三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             コア積み装置解体工事



2021.9 現在

年度 月 客先 製品名称

納入実績表

2021 8 三菱電機(株) 電力ｼｽﾃﾑ製作所             コア積み装置移設工事

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー ５ＢＫ上部昇降フラット点検・整備

三菱パワー株式会社 東北電力　上越　燃焼器発送架台

三菱パワー株式会社 H-100　HP、LP　スピンテスト　軸受台

三菱パワー株式会社 テストローター保管用架台

三菱パワー株式会社 UAE　Fujairah#1　GT燃焼器発送架台

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン リフタ付きフリーコンベヤ

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ポンプ組立旋回装置

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン ニードルベアリング圧入装置

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン K7V280トラッキングアシスト作業台

川崎重工業㈱精密機械ディビジョン K7V280DTP洗浄パレット

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　給脂配管

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 福山100t　巻上ドラム軸受油受け他

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 4高炉　バンカー廻り手摺製作

ＩＨＩ運搬機械株式会社 相生ニューマチックアンローダ―（その１）

川崎重工業㈱ エネルギーソリューション＆マリンカンパニー C2設備　アルミステップ

㈱タマディック H3ロケット　衛星分離部置台

㈱タマディック H3ロケット衛星分離部置台用コンテナ

エム・エムブリッジ㈱ 本牧海づり施設渡橋等復旧工事(製作工事)

泉州工機株式会社 ハナマルキ大利根工場新物流センター建築工事

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 吹田JCT～中国池田IC間橋梁更新工事　ジャッキアップ設備


