
※主な工事内容
年度 客先 工事内容 受注先

昭和31年 住友金属工業㈱和歌山 中型管工場設備据付一式 鴻池運輸㈱

昭和32年 東洋ｻﾙﾍﾞｰｼﾞ 新造艤装工事一式 石川島播磨重工業

昭和33年 住友金属工業㈱和歌山 圧延設備据付工事一式 鴻池運輸㈱

昭和34年 農林省 五郷ﾀﾞﾑ 丸島水門

昭和35年 農林省 鬼怒川ﾀﾞﾑ 水門据付 丸島水門

昭和36年 農林省 観音寺ﾀﾞﾑ 丸島水門

昭和38年 大阪市 住之江下処理場設備据付 日立工事㈱

昭和42年 ｾﾞﾈﾗﾙ石油㈱ ﾌﾟﾗﾝﾄ設備工事据付一式 月島機械

昭和43年 新日本製鐵㈱名古屋 圧延工場設備据付一式 堺重工業㈱

昭和44年 大塚製薬 四国今切工場配管工事一式 川崎重工業

昭和43-46年ﾄﾖﾀ自動車 ﾗｲﾝ設備据付工事一式 山下鉄工

昭和46年 和歌山製鋼所 丸棒圧延設備据付工事一式 田中歯車

昭和45年 松尾橋梁 型鋼自動切断孔明装置据付 川崎ｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

和歌山鉱業 圧延ﾗｲﾝ設備据付一式 田中歯車

読売新聞 輪転機解体､整備据付一式 東京機械

昭和48年 新日本製鐵㈱広畑 大型冷却床据付工事一式 堺重工業㈱

新日本製鐵㈱堺 圧延転板設備据付一式 高田工業

東武製鉄 棒鋼･圧延･及乱尺処理設備一式 堺重工業㈱

西武製鉄 精整場改造工事一式 ㈱山田機械

昭和49年 日本ｽﾁｰﾙ㈱ 棒鋼圧延設備据付一式 ㈱山田機械

王子製鉄 圧延設備据付一式 ㈱山田機械

神戸製鋼加古川製鉄所 ｳｵｰｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ据付 堺重工業㈱

住友金属工業㈱鹿島 ｳｵｰｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ据付 堺重工業㈱

昭和50年 新日本製鐵㈱大分 連鋳搬送設備据付一式 塚本総業㈱

昭和51年 堺臨海阪南鋼業 棒鋼圧延設備据付一式 ㈱山田機械

新日本製鐵㈱大分 厚板･ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ据付一式 堺重工業㈱

豊島自動車㈱ 圧延設備据付工事 ㈱山田機械

関西製鋼㈱ 圧延冷却床改造据付工事 ㈱山田機械

昭和52年 石塚硝子㈱一宮工場 排ｶﾞｽ集塵装置用ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ据付工事 大真電機㈱

石川島播磨重工業㈱向 製缶加工(ﾛｰﾗｰ面取機製作) ㈱溝口機械製作所

㈱中山製鋼所 船町 №3ﾋﾞﾚｯﾄ連鋳設備据付工事 ㈱高田工業所

㈱中山製鋼所 船町 №3ﾋﾞﾚｯﾄ連鋳設備水処理設備据付 ㈱高田工業所

新日本製鐵㈱名古屋 塗装ﾗｲﾝ据付工事 新日本工機㈱

昭和53年 堺重工業㈱ ｿ連向ﾎﾟｰﾀﾙｽｸﾚｰﾊﾟｰ工場内組立解体 堺重工業㈱

日本鋼管㈱扇島 加熱炉ｳｵｰｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ据付工事 ㈱浜田組

旭化成工業㈱滋賀 研磨機台車製作及据付 ㈱溝口機械製作所



年度 客先 工事内容 受注先

昭和54年 合同製鐵㈱大阪 型鋼圧延機据付工事 山九㈱堺

岸和田製鋼㈱ 圧延冷却床据付工事 新日本工機㈱

大阪市水道局 此花下水処理場機器据付工事 ㈱高木鉄工所

国光製鋼㈱ 二圧･三圧冷却床改造据付工事 堺重工業㈱

㈱中山製鋼所 船町 厚板40FT改造据付工事 ㈱高木鉄工所

松下電器産業㈱ 基板穴明機共通ﾍﾞｯﾄﾞ製作20T ㈱溝口機械製作所

㈱中山製鋼所 船町 電炉連鋳設備改造据付工事 1期 山九㈱泉北

㈱中山製鋼所 船町 転炉連鋳設備改造据付工事 2期 山九㈱泉北

昭和55年 大同圧延工業㈱ 棒鋼圧延機据付工事 山九㈱高砂支店

大同圧延工業㈱ 棒鋼圧延機油･空気配管工事 山九㈱高砂支店

川崎製鉄㈱西宮 ｽﾘｯﾀｰ及ﾚﾍﾞﾗｰ移設工事 山九㈱高砂支店

日本冶金工業㈱川崎 ﾚﾍﾞﾗｰ改造据付工事 新日本工機㈱

㈱神戸製鋼所 灘浜 加熱炉ｳｫｰｷﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ据付工事 ㈱浜田組

新日本製鐵㈱名古屋 ｽﾗﾌﾞ連鋳後面搬送ﾃｰﾌﾞﾙ据付工事 堺重工業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 ｽﾗﾌﾞ連鋳後面搬送ﾃｰﾌﾞﾙ冷却水配管工事 堺重工業㈱

㈱神戸製鋼所 灘浜 転炉合理化工事 山九㈱高砂支店

㈱神戸製鋼所 灘浜 取鍋傾動装置油圧配管工事 山九㈱高砂支店

三星産業㈱堺 電縫管圧延機据付工事 ㈱高木鉄工所

三星産業㈱堺 電縫管圧延機油圧空気配管工事 ㈱高木鉄工所

中山鋼業㈱大阪 棒鋼圧延機設備据付工事 山九㈱泉北

日新製鋼㈱堺 №1№2ﾒｯｷﾗｲﾝｼﾘﾝﾀﾞｰ改造及油圧配管工事 佐々木工業㈱

昭和56年 ㈱中山製鋼所 船町 棒鋼圧延機設備据付工事 山九㈱泉北

㈱中山製鋼所 船町 綿材圧延機設備据付工事 山九㈱泉北

㈱中山製鋼所 船町 棒鋼冷却床設備据付工事 ㈱高木鉄工所

㈱神戸製鋼所 加古川 連続焼鈍炉据付工事 ㈱浜田組

川崎製鉄㈱西宮 #2APﾗｲﾝ焼鈍炉改造工事 ㈱浜田組

新日本製鐵㈱堺 HOT FO化工事据付工事 山九㈱堺

昭和57年 日新製鋼㈱堺 #1ｶﾗｰｺｰﾃﾝｸﾞﾗｲﾝ据付工事 山九㈱泉北

日新製鋼㈱堺 #2亜鉛ﾒｯｷﾗｲﾝ据付工事 山九㈱泉北

日新製鋼㈱堺 ﾒｯｷﾗｲﾝ試験設備据付工事 山九㈱泉北

新日本製鐵㈱名古屋 鋼管工場14"ﾐﾙ組替対策工事 山九㈱名古屋

新日本製鐵㈱名古屋 鋼管工場4"ﾐﾙ厚肉対策工事 山九㈱名古屋

山陽特殊製鋼㈱ 連鋳ﾌﾞﾙｰﾑ搬送及整精設備据付工事 山九㈱高砂支店

新星鋼業㈱八千代 YCCL移設工事(ｵｰﾌﾞﾝ含)据付工事 山九㈱泉北

日本高周波鋼業㈱富山 綿材圧延機設備据付工事 山九㈱八幡機工部

日本鋼管㈱扇島 ﾀﾝﾃﾞﾑ鋼管切断機据付工事 辰和工業㈱

㈱中山製鋼所船町 高炉受入ｺﾝﾍﾞｱ据付工事 富士ｺﾝﾍﾞｱｰ㈱

丸一鋼管㈱堺 ﾊﾟｲﾌﾟﾐﾙ前面設備据付工事 山九㈱泉北

住友金属工業㈱鹿島 CKﾀﾝﾃﾞﾑﾐﾙ連続化据付工事 辰和工業㈱

今北ﾎﾟﾝﾌﾟ場(西宮) ｺﾝﾍﾞｱｰ据付工事 富士ｺﾝﾍﾞｱｰ㈱



年度 客先 工事内容 受注先

昭和58年 日立金属㈱安来 KOCKS 370mm BLOCKMiLL据付工事 塚本総業㈱

日本高周波鋼業㈱富山 KOCKS BLOCKMiLL据付工事 山九㈱八幡機工部

三菱製紙㈱京都 ﾌｨﾙﾑｺｰﾃﾝｸﾞﾗｲﾝ据付工事 ㈱浜田組

小西六写真工業㈱日野 ﾌｨﾙﾑｺｰﾃﾝｸﾞﾗｲﾝ据付工事 ㈱浜田組

新日本製鐵㈱名古屋 鋼管工場2"ﾐﾙ二重管対策据付工事 山九㈱名古屋

大同特殊鋼㈱知多 ﾋﾞﾚｯﾄ精整設備据付工事 辰和工業㈱

川崎製鉄㈱西宮 ｽﾘｯﾀｰﾗｲﾝ解体据付工事 山九㈱高砂支店

㈱神戸製鋼所 灘浜 新棒鋼の熱炉据付工事 ㈱浜田組

日新製鋼㈱呉 連酸工場改造工事 辰和工業㈱

ｻﾝﾖｰ電器㈱守口 ﾌｨﾙﾑｺｰﾃﾝｸﾞﾗｲﾝ据付工事 ㈱浜田組

㈱淀川製鋼所 西淀 ｺｲﾙ前処理設備据付工事 山九㈱泉北

㈱淀川製鋼所 西淀 ﾃﾝｼｮﾝﾚﾍﾞﾗｰ据付工事 山九㈱堺

合同製鐵㈱ 焼結ｺﾝﾍﾞｱｰ据付工事 山九㈱堺

紀州製紙㈱ ﾌﾞﾛｱｰ据付工事 ㈱浜田組

大島応用化学㈱新居浜 ｺｲﾙ前処理設備据付工事 紀和産業㈱

住友金属工業㈱鹿島 EGLﾒｯｷﾗｲﾝ据付工事 辰和工業㈱

ﾄﾋﾟｰ工業㈱豊橋 ﾛｰﾗｰﾃｰﾌﾞﾙ製作 新日本工機㈱

松下電器産業㈱門真 専用機ﾍﾞｯﾄ製作 ｻﾝｺｰ製作所

新日本製鐵㈱堺 転炉用部品製作 山九㈱堺

小西六写真工業㈱日野 ﾌｨﾙﾑｺｰﾃﾝｸﾞﾗｲﾝ据付工事 ㈱浜田組

朝日製鋼㈱岸和田 棒鋼精整ﾗｲﾝ据付工事 新日本工機㈱

昭和59年 ｾﾞﾈﾗﾙ石油㈱堺 FCC建設工事 山九㈱泉北

日本電気硝子㈱能登川 ﾚｱｰ据付工事 日本ﾊｰﾛｳ㈱

日本電気硝子㈱能登川 日立101/2ﾀｰﾎﾞｰﾌｱﾝ据付工事 大真電機㈱

住友金属工業㈱和歌山 3管20"電縫管格上げ工事 辰和工業㈱

日本鋼管㈱福山 UOE管移送対策工事 辰和工業㈱

日新製鋼㈱堺 3TM据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

住友金属工業㈱和歌山 CM入側ｶﾞｲﾄﾞ据付 辰和工業㈱

日新製鋼㈱堺 連酸入側機器据付 山九㈱八幡

㈱中山製鋼所 №1電気炉解体工事 三星機工㈱

日新製鋼㈱堺 3TMｾﾗｰ換気装置ﾌｱﾝ据付工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄ工業㈱

住倉工業㈱浜松 場内機器組立 山九㈱名古屋

東洋ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ㈱岡山 CCF据付工事 日本ﾊｰﾛｳ㈱

㈱中山製鋼所 復原料投入装置ﾀﾞｸﾄ配管表作 三星機工㈱

合同製鐵㈱大阪 DL集塵装置改修工事 日新興業㈱大阪支店

五十鈴鋼材㈱富士 ﾚﾍﾞﾗｰ据付工事 山九㈱名古屋

東洋鋼鉄㈱千葉 ｺﾝﾍﾞｱｰ据付工事 山九㈱名古屋

三葉産業㈱豊橋 ﾊﾟｲﾌﾟ搬送設備据付工事 山九㈱名古屋

㈱中山製鋼所 40Tｱｰｸ炉据付工事 三星機工㈱

住友金属工業㈱和歌山 3P24"ｴｯｼﾞﾐﾗｰ据付工事 辰和工業㈱



年度 客先 工事内容 受注先

日本鋼管㈱福山 1,900kwﾀｰﾎﾞ圧縮機据付 辰和工業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 1,200cc炉集塵ﾀﾞｸﾄ工事 山九㈱名古屋

大阪市水道局津守浄水場 ﾌﾛｷｭﾚｰﾀｰ及ﾘﾝｸﾍﾞﾙﾄ設備 ㈱浜田組

住友金属工業㈱和歌山 CM入口ｶﾞｲﾄﾞ改造工事 辰和工業㈱

日本圧延工業㈱滋賀 ﾛｰﾘﾝｸﾞ&ｺｲﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ据付 辰和工業㈱

日新製鋼㈱堺 走間検定単独ﾚﾍﾞﾗｰ移設 山九㈱泉北

新日本製鐵㈱名古屋 ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ改造工事 山九㈱名古屋

日新製鋼㈱堺 ZMEｺｲﾙ搬送装置据付工事 山九㈱泉北

久保田鉄工㈱大浜 №2製缶機解体工事 ㈱山九機工ｻｰﾋﾞｽ

住友金属工業㈱和歌山 構内補修及起業工事 辰和工業㈱

大阪造幣局本局 №2Hﾐﾙｻｲﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ更新工事 辰和工業㈱

昭和60年 ㈱中条鉄工所 酸洗装置組立 ㈱浜田組

大阪市水道局市岡下水処理場 雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ室設備工事 ㈱浜田組

大和工業㈱姫路 型鋼矯正機据付 ㈱浜田組

住友金属工業㈱和歌山 構内保全及起業工事 辰和工業㈱

住友金属工業㈱和歌山 IST.SL-CC.RCC改造工事 辰和工業㈱

日本鋼管㈱福山 №3EGL設備増強工事 山九㈱福山

木津川製線㈱西大寺 ｶﾗｰC型設備据付 三星機工㈱

住倉工業㈱浜松 工場内機械組立作業 山九㈱名古屋

日新製鋼㈱堺 ICPﾌﾞﾗｼ研磨装置据付工事 山九㈱泉北

川崎製鉄㈱水島 CAL入側ｼｬｰ撤去移設 山九㈱八幡

日新製鋼㈱堺 TCA旧ﾁﾙﾀｰｺﾝﾍﾞｱｰ移設 山九㈱泉北

庄司鉄工㈱尼崎 ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾏｼﾝ及ﾌﾟﾚｽ炉組立 庄司興産㈱

日本圧延工業㈱伊丹 №1ﾛｰﾘﾝｸﾞ&ｺｲﾘﾝｸﾞﾗｲﾝ撤去移設 辰和工業㈱

積水化学㈱栗東工場 成形ﾜｲﾝﾀﾞｰﾏﾝﾄﾙ搬出装置製作 ㈱池島工作所

㈱神戸製鋼所 加古川 CAPL改造工事 ㈱浜田組

三菱製紙㈱京都 DK-8改造工事 ㈱浜田組

大谷製鉄㈱富山 冷却床､工場組立 田中圧延機工㈱

㈱吾嬬製鋼所仙台 分塊工場№2冷却床据付工事 新日本工機㈱

内外製鋼㈱福山 棒鋼冷却床据付工事 田中圧延機工㈱

大谷製鉄㈱富山 冷却床及ｼｬｰﾋﾟﾝﾁﾛｰﾙ据付工事 田中圧延機工㈱

新日本製鐵㈱名古屋 NCP熱処理搬送設備据付工事 山九㈱名古屋

日新製鋼㈱堺 ｼｰﾄ梱包ﾗｲﾝ据付工事 山九㈱泉北

日新製鋼㈱堺 CAPL前後面設備据付工事 山九㈱泉北

日本製管㈱福山 2HOTﾃﾞｽｹｰﾘﾝｸﾞ装置据付 山九㈱福山

愛知製鋼㈱名古屋 中小形粗圧延機据付(3期) 辰和工業㈱

㈱中山製鋼所 冷却床組立 三星機工㈱

川崎製鉄㈱水島 WB加熱炉据付 ㈱浜田組



年度 客先 工事内容 受注先

昭和61年 朝日製鋼㈱岸和田 減速機ｷﾞﾔｰ組込 金商ｱｻﾋｽﾁｰﾙ㈱

川崎製鉄㈱水島 WB式加熱炉据付工事 ㈱浜田組

㈱中山製鋼所 粗､中間､仕上､ﾐﾙﾓｰﾀｰ据付 山九㈱泉北

㈱中山製鋼所 冷却床設備据付 三星機工㈱

㈱中山製鋼所 加熱炉､炉前装入設備据付 三星機工㈱

㈱中山製鋼所 冷却床設備冷却水空気給脂配管工事 三星機工㈱

㈱中山製鋼所 加熱炉､炉前装入設備給脂配管工事 三星機工㈱

新日本製鐵㈱名古屋 4吋ﾐﾙ合理化 山九㈱名古屋

㈱中山製鋼所 中間圧延機据付工事 太平工業㈱広畑

大和製缶㈱九州 ｽｸﾗｯﾌﾟﾍﾞｰﾗｰ据付工事 新日本工機㈱

㈱中山製鋼所 F.R.50.ﾛｰﾙ旋盤据付 三星機工㈱

日新製鋼㈱堺 連続焼鈍炉前後面据付工事 山九㈱泉北

愛知製鋼㈱名古屋 中小型粗圧延機ﾛｰﾙ交換作業 辰和工業㈱

㈱中山製鋼所 仕上圧延機ﾛｰﾙ冷却水ﾍｯﾀﾞｰ製作現地取付 三星機工㈱

朝日製鋼㈱岸和田 乱尺払出装置改造 金商ｱｻﾋｽﾁｰﾙ㈱

㈱中山製鋼所 冷却床ﾃｰﾌﾞﾙ用ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ製作現地取付 三星機工㈱

大和製缶㈱栃木 ｽｸﾗｯﾌﾟﾍﾞｰﾗｰ据付工事 新日本工機㈱

信越酢酸ﾋﾞﾆｰﾙ㈱堺 T.Oﾌﾟﾗﾝﾄ定修工事 ㈱浜田組

旭硝子㈱舟橋 ｺﾝﾍﾞﾔｰ組立据付 庄司鉄工㈱

㈱神戸製鋼所 尼崎 ｺﾝﾍﾞﾔｰ組立据付 庄司鉄工㈱

ﾌﾟﾚｽ技研工業㈱浜松 1,800TONﾌﾟﾚｽｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 山九㈱駿河

ｼｽｺ㈱堺 食品ｺﾝﾍﾞﾔｰ撤去据付 庄司鉄工㈱

日本鋼管㈱福山 連酸設備改造工事 山九㈱八幡

大和製缶㈱東京 ｽｸﾗｯﾌﾟﾍﾞｰﾗｰ撤去据付 新日本工業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 小径合理化直行精整据付工事 山九㈱名古屋

昭和62年 ㈱神戸製鋼所 真岡 6段圧延機改造工事 辰和工業㈱

㈱神戸製鋼所 真岡 №3ﾐﾙAGC改造工事 辰和工業㈱

神商金属化工㈱八尾 ｼｬｰﾗｲﾝ撤去移設 ㈱山九機工ｻｰﾋﾞｽ近畿

ｻﾝｹｲ新聞松原工場 輪転機据付工事 山九㈱広島支店

三菱電機㈱伊丹 作業床用ｽﾃｯﾌﾟ製作取付 中山機械㈱

日新製鋼㈱呉 2HOT大修理工事 山九㈱福山

中山鋼業㈱大阪 棒鋼圧延設備据付 太平工業㈱広畑

㈱中山製鋼所 新潟金岡工場 保熱炉蓋開閉装置 三星機工㈱

合同製鋲㈱大阪工場 №1CCｼｬｰ取替工事 太平工業㈱大阪

川崎製鉄㈱水島 №1EGLﾒｯｷｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ配管工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

旭硝子㈱尼崎工場 工場内組立 庄司鉄工㈱

大和製缶㈱真岡工場 ｽｸﾗｯﾌﾟﾍﾞｰﾗｰ据付工事 新日本工機㈱

住友電工㈱伊丹 棒鋼結束機据付 太平工業㈱広畑

三菱電機㈱伊丹 16T GIS､GCB搬送ｼｽﾃﾑﾘﾌﾀｰ据付工事 中山機械㈱

山村硝子㈱加古川 ｶﾚｯﾄ処理設備据付 庄司鉄工㈱



年度 客先 工事内容 受注先

関西ｽﾁｰﾙ㈱高槻 ｽﾘｯﾀｰﾗｲﾝ移設工事 東邦ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

山村硝子㈱播磨工場 №3ﾗｲﾝ改造工事 庄司鉄工㈱

住友電工㈱伊丹 DCBﾌﾟﾗﾝﾄﾎｰｼﾞﾝｸﾞﾗｲﾝ据付 太平工業㈱広畑

新日鐵化学㈱堺 成型品梱包ﾗｲﾝ合理化工事 太平工業㈱大阪

㈱中山製鋼所 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰ更新工事 三星機工㈱

摂津市味舌ﾎﾟﾝﾌﾟ場 電気設備発電機他据付 太平工業㈱広畑

古河ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業㈱日光 ｱﾙﾐｺｲﾙ焼鈍炉移設 太平工業㈱広畑

古河ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業㈱福井 ｱﾙﾐｺｲﾙ焼鈍炉移設 太平工業㈱広畑

三宝伸銅㈱堺 冷間4段圧延設備据付 太平工業㈱広畑

中部鋼鈑㈱名古屋 副原料投入装置据付 三星機工㈱

住友電工㈱伊丹 棒鋼冷却装置据付 太平工業㈱広畑

三菱電機㈱京都 5A2F炉側安全対策工事 堺重工業㈱

㈱淀川製鋼所 C2用T/VVﾌﾞﾗｲﾄﾞﾙｷﾞﾔｰ交換 ㈱淀川製鋼所

大同鋼板㈱湖南工場 K設備入側設備据付工事 堺重工業㈱

住友金属工業㈱和歌山 ﾘｰﾗｰ本体改造工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

三菱ｱﾙﾐ工業㈱三島 CT油圧圧下配管工事 辰和工業㈱

三菱ｱﾙﾐ工業㈱三島 HOTｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｷﾘﾔｰ改造工事 辰和工業㈱

福井武生松下電器㈱ 連続焼鈍炉大改造工事 太平工業㈱大阪

小松川鋼機㈱ 短尺処理設備据付 三星機工㈱

出光石油㈱愛知 SD工事 山九㈱名古屋

日鉄建材工業㈱大阪 成形機据付工事 太平工業㈱大阪

新日本製鐵㈱名古屋 定修工事 山九㈱名古屋

桜井浄水場(奈良) 浄水ﾀﾝｸ据付工事 堺重工業㈱

日鉄建材工業㈱大阪 ｽｰﾊﾟｰEﾃﾞｯｷ精整設備据付 東亜実業㈱

日新製鋼㈱堺 2CP ﾒｶﾆｶﾙﾃﾞｽｹｰﾗ据付工事 山九㈱泉北

昭和63年 朝日製鋼㈱岸和田 加熱炉据付工事 佐野機工㈱

㈱中山製鋼所船町 新型鋼工場冷却床改造工事 三星機工㈱

住倉工業㈱浜松 ﾚﾍﾞﾗｰ組立工事 山九㈱名古屋

住友軽金属工業名古屋 CM81ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾗｲﾝ据付工事 辰和工業㈱

愛知製鋼㈱刈谷工場 精整ﾗｲﾝ据付工事 ㈱宮崎鉄工所

愛知製鋼㈱知多工場 棒鋼冷却床設備据付工事 太平工業㈱広畑

川崎製鉄㈱水島 CAPL改造工事 山九㈱八幡

間所金属㈱水島 ｼｬｰﾗｲﾝ据付工事 東邦ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

朝日製鋼㈱岸和田 圧延機据付工事 鉄揮鋼機㈱

日新製鋼㈱大阪 ﾌｧﾝﾃﾞｯｷ製作現地据付工事 ㈱河本築炉工業

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ西宮工場 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ取付工事 鴻池運輸㈱

平成1年 山田鋼業㈱ KMP42-89ﾁｭｰﾌﾞﾐﾙﾗｲﾝ据付工事 三恵重機械工業㈱

愛知製鋼㈱知多工場 ｼｮｯﾄUSTﾗｲﾝ12M化工事 山九㈱名古屋

新日本製鐵㈱名古屋 熱延制御冷却増強工事 山九㈱名古屋



年度 客先 工事内容 受注先

出光長堀ﾋﾞﾙ ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ取付工事 鴻池運輸㈱

北越ﾒﾀﾙ㈱ ﾐﾙ減速機据付工事 鉄揮鋼機㈱

㈱中山製鋼所 船町 ｽﾗﾌﾞCC設備改造工事 山九㈱泉北

新日本製鐵㈱堺 ｼﾝﾊﾞｰﾄ設備据付工事 太平工業㈱

中山鋼業㈱ 圧延設備改造工事 太平工業㈱

三宝伸銅㈱ 12段圧延機据付工事 太平工業㈱

㈱昭和ｱﾙﾐ堺工場 焼鈍炉据付工事 太平工業㈱

日本電気硝子能登川 ﾊﾞｹｯﾄｺﾝﾍﾞｱｰ据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 4TM化工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

日鉄建材工業㈱堺 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ塗装ﾗｲﾝ解体工事 東亜実業㈱

新日鐵化学㈱堺 ﾛｯｸｳｰﾙ設備据付工事 山九㈱堺

ﾄｰｱｽﾁｰﾙ㈱ 副原料投入装置据付工事 三星機工㈱

㈱中山製鋼所 船町 転回装置及ﾊﾞﾘ取装置据付工事 三星機工㈱

日新製鋼㈱堺 4TM連続化工事 太平工業㈱

平成2年 ﾓﾘ工業㈱ 20段圧延設備据付工事 太平工業㈱

愛知製鋼㈱知多工場 ﾋﾞﾚｯﾄｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ前後面設備据付工事 山九㈱名古屋

関西電力南港 火力発電所ﾀｰﾋﾞﾝ据付工事 太平電業㈱

中山鋼業㈱ 棒鋼圧延設備改造工事 太平工業㈱

大阪造幣局本局 圧延設備据付工事 太平工業㈱

大阪府忠岡下水処理場 ｴｰｽﾌﾟﾗﾝ設備据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 CGL設備据付工事 太平工業㈱

ｲｹﾞﾀ鋼板㈱ CGL設備据付工事 太平工業㈱

㈱中山製鋼所 船町 ﾌｰﾌﾟ工場F2､F3減速機据替工事 三星機工㈱

㈱淀川製鋼所 和泉大津 副原料投入装置据付工事 三星機工㈱

臨港製鉄㈱交野 ﾐﾙﾓｰﾀｰ据替工事 山九㈱堺

合同製鐵㈱ ﾊﾟｲﾗｰ設備据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 鉄ﾒｯｷ設備据付工事 太平工業㈱

㈱中山製鋼所 船町 ﾎﾞｲﾗｰ設備据付工事 太平工業㈱

関西製鋼㈱ ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ冷却床増設工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱尼崎 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾘｰ設備据付工事 日下部電機㈱

平成3年 日立金属㈱安来 HISTAR設備据付工事 太平工業㈱

㈱中山製鋼所 ﾎﾞｲﾗｰ据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 ﾒｯｷ設備第二期工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱ ｺｲﾙｺﾝﾍﾞｱｰ据付工事 山九㈱堺

㈱中山製鋼所 知多軽量形鋼設備据付 三星機工㈱

新日本製鐵㈱名古屋 2ﾐﾙ搬送ﾗｯｸ他 山九㈱東海

三宝伸銅㈱ 12段圧延機据付工事 太平工業㈱

住友金属工業㈱鹿島 EGL設備据付工事 辰和工業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 CAPL据付工事 太平工業㈱東海

大同特殊鋼㈱ 冷却床改造工事他 山九㈱東海



年度 客先 工事内容 受注先

日鉄建材工業㈱ FD成型設備据付工事他 東亜実業㈱

大阪製鐵㈱ 形鋼矯整移設工事 山九㈱堺

新日本製鐵㈱名古屋 ﾊﾟｲﾌﾟ結束ﾗｲﾝ据付工事 山九㈱東海

平成4年 住友軽金属工業㈱ 熱間仕上圧延設備据付工事 太平工業㈱

大三製鋼㈱ 平鋼圧延設備据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 焼結機取替工事 太平工業㈱東海

日新製鋼㈱ ｺｲﾙ焼鈍炉据付工事 山九㈱堺

日新製鋼㈱ CAPLﾛｰﾙ取替工事 山九㈱堺

㈱中山製鋼所 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工事 山九㈱堺

住友金属物産㈱八王子 ｼｬｰﾗｲﾝ据付工事 東邦ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

㈱神戸製鋼所 高砂 新機械工場ﾚｰﾙ定盤据付工事 太平工業㈱

臨海製鉄㈱ 冷却床据替工事 太平工業㈱

共英製鋼㈱名古屋 CC設備据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 ﾐﾙ減速機据替工事 太平工業㈱東海

住友軽金属工業㈱ 熱間圧延機改造工事 太平工業㈱

京ｾﾗ 八日市 真空溶解炉据付工事 太平工業㈱

㈱中山製鋼所 ﾌｰﾌﾟ減速機取替工事 三星機工㈱

平成5年 ﾀﾞｲﾜｽﾁｰﾙ 棒鍋圧延設備据付工事 太平工業㈱

㈱中山製鋼所 CC改造工事 太平工業㈱堺

関西新空港 管理ﾊﾞｰｽ島ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工事 山九㈱泉北

大同鋼板㈱ 底炭素鋼新ﾐﾙ据付工事 太平工業㈱

大同鋼板㈱ 酸洗ﾗｲﾝ改造工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱ 定修工事他 山九㈱堺

ﾃﾞﾝｶ青海 火力ﾀｰﾋﾞﾝ定修工事 田辺工業㈱

朝日製鋼㈱ 冷却床改造工事 鉄揮鋼機㈱

日鉄建材工業㈱広畑 角管ﾐﾙ設備据付工事 太平工業㈱

日鉄建材工業㈱堺 ﾌﾞｰｽ解体工事 東亜実業㈱

黒部川電力 火力発電機修理工事 田辺工業㈱

日鉄建材工業㈱広畑 6吋角管設備据付工事 太平工業㈱

平成6年 川俣汚水処理場 ｺﾝﾍﾞｱｰ据付工事 太平工業㈱

臨海製鉄㈱ 冷却床設備更新工事 太平工業㈱

東京製鉄㈱小山 第二圧延設備更新工事 太平工業㈱

日鉄建材工業㈱ CS3号機解体工事 東亜実業㈱

朝日製鋼㈱ 整精設備据付工事 鉄揮鋼機㈱

赤谷川第2発電所 水車修繕工事 田辺工業㈱

桃山2号発電所 水車発電機据付工事 田辺工業㈱

ﾄｰｱｽﾁｰﾙ㈱鹿島 形鋼設備据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

拓南製鉄㈱沖縄 棒線設備据付工事 太平工業㈱

忠岡汚水処理場 ｴｰｽﾌﾟﾗﾝ設備据付工事 ㈲渡辺組



年度 客先 工事内容 受注先

臨港製鉄㈱ 中間圧延機据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱大阪 SL設備据付工事 山九㈱堺

平成7年 東京製鉄㈱宇都宮 大形工場ﾊﾟｲﾗ据付工事 太平工業㈱

住友金属工業㈱ FRC建材ﾌﾟﾗﾝﾄ設備改造工事 山九㈱堺

早良興業㈱ 軽量形鋼設備据付工事 ㈱中山製鋼所

山田興業㈱ 造管設備解体工事 日下部電機㈱

ﾄｰｱｽﾁｰﾙ㈱鹿島 大形検査床据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

阪和鋼材㈱ 鉄筋切断装置製作据付工事 鉄揮鋼機㈱

東京製綱㈱ PWSｹﾞｰｼﾞﾜｲﾔ測長設備移設工事 山九㈱堺

神戸市布施畑ｺﾞﾐ焼却場 ｺﾞﾐ焼却炉据付工事 太平工業㈱

㈱淀川製鋼所 呉 酸洗設備更新工事 山九㈱呉

関東ｽﾁｰﾙ㈱ 線材ﾐﾙ設備据付工事 太平工業㈱

新王子製紙㈱呉 2KM/C改造工事 山九㈱呉

日新製鋼㈱堺 ﾛｰﾙ整備合理化設備据付工事 山九㈱堺

平成8年 三宝伸銅㈱ 切断ﾗｲﾝ据付工事 太平工業㈱

日本ｽﾁｰﾙ㈱ 冷却床改造工事 太平工業㈱

旭化成㈱守山工場 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ据付工事 太平工業㈱東海

川崎製鉄㈱知多 鋼管杭加工設備据付工事 太平工業㈱

大阪市地下鉄 地下鉄玉造駅ﾌｧﾝ据付工事 太平工業㈱

日本製箔㈱ 6段圧延機据付工事 太平工業㈱

名古屋ﾊﾟﾙﾌﾟ㈱ ﾎﾟﾝﾌﾟ据付工事 太平工業㈱東海

ｱﾙﾐﾈ㈱萩 ｱﾙﾐ板鋳造機据付工事 太平工業㈱

西宮市 歩道橋補修工事 太平工業㈱

阪南電線㈱ 和歌山工場新設機器据付工事 ㈲渡辺組

西宮総合処理ｾﾝﾀｰ ﾎﾞｲﾗｰ据付工事 神戸ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱

愛知製鋼㈱ 棒線圧延設備解体工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 ﾎｯﾄｺｲﾙ穴横搬送化設備据付工事 太平工業㈱

湖南中部浄化ｾﾝﾀｰ 水処理設備据付工事 太平工業㈱

凸版印刷㈱ 整面ﾗｲﾝ据付工事 太平工業㈱

臨港製鉄㈱ 圧延機ｶﾞｲﾄﾞ改造工事 山九㈱堺

新日本製鐵㈱大分 熱延連続化据付工事 太平工業㈱大分

平成9年 住之江抽水所 ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工事 太平工業㈱

大阪造幣局 150kW圧延機改造工事 太平工業㈱

大野下水処理場 汚泥焼却灰施設 太平工業㈱

日本ｽﾁｰﾙ㈱ 向整精移動機台車製作 鉄揮鋼機㈱

北陸電力㈱敦賀 ﾐﾙ修繕工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

臨港製鉄㈱ 品質保証設備据付工事 滝川工業㈱

愛知製鋼㈱ UNSON圧延機据付工事 太平工業㈱

三菱重工㈱三原 抄紙機組立作業 太平工業㈱東海

新日本製鐵㈱堺 ｲﾝﾊﾞｰﾀﾞｰ設備移設工事 山九㈱堺



年度 客先 工事内容 受注先

日本ｲﾄﾝ工業㈱ ﾄﾞﾗｲﾔｰﾐﾙ循環ﾌｧﾝBrg取替工事 NSEO㈱

湖南浄化ｾﾝﾀｰ 発電機据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

松谷化学㈱伊丹 ﾎﾞｲﾗｰ据付工事 ㈱山九機工ｻｰﾋﾞｽ

和歌山県 下津港湾海岸高潮対策工事 太平工業㈱八幡

平成10年 住之江抽水所 ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工事3 太平工業㈱

川俣汚水処理場 掻寄機据付工事 太平工業㈱

大阪製鐵㈱ 新中形形鋼精整設備据付工事 太平工業㈱

古川ﾎﾟﾝﾌﾟ場 沈砂池機器据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱堺 大形精整設備据付工事 山九㈱堺

ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ㈱ ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ据付工事 広和ﾌﾟﾗﾝﾄ工事㈱

北越製紙㈱新潟 機器据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

日新製鋼㈱ 東予ﾌﾟﾚ式酸洗設備据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

住友金属工業㈱ 和歌山転炉付帯設備据付工事 太平工業㈱

大阪製鐵㈱ CCﾋﾟﾝﾁﾛｰﾙ取替工事 太平工業㈱

㈱淀川製鋼所 呉 №5CGL据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 CAPL出側改造工事 山九㈱堺

新日本製鐵㈱名古屋 HOTﾐﾙ改造工事 山九㈱ﾌﾟﾗﾝﾄ工事

大阪製鐵㈱ ｲﾝﾅｰﾚｰｽ焼ばめ工事 太平工業㈱堺

新日本製鐵㈱光 1APﾙｰﾊﾟｰ改造工事 太平工業㈱光

片山鉄工 ﾜｰｸﾞ定盤補強工事 ㈱大同機械製作所

東晃鋼業 向矯整機修理工事 住倉工業㈱

平成11年 ㈱中山製鋼所 ﾌﾞﾛﾜｰ据付工事 太平工業㈱

㈱中山製鋼所 HOTﾐﾙ設備据付工事 太平工業㈱

NTT京都 発電機配管架台取付工事 広和ﾌﾟﾗﾝﾄ工事㈱

堺化学処理場 ｷﾙﾝ据替工事 上田工業㈱

湖南中部浄化ｾﾝﾀｰ 水処理設備据付工事 太平工業㈱

合同製鐵㈱大阪 BDﾐﾙ機械据付工事 太平工業㈱

㈱中山製鋼所 船町 SC-CC設備改造工事 太平工業㈱

大阪製鐵㈱ 加工ﾗｲﾝ移設工事 太平工業㈱

㈱淀川製鋼所 大阪 C5ﾗｲﾝ据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

川俣処理場 沈砂機設備据付工事 太平工業㈱

平成12年 ㈱淀川製鋼所 大阪 ｼｬｰﾗｲﾝ据付工事 山九㈱

新日本製鐵㈱堺 大型加熱炉解体工事 ㈲渡辺組

衣浦処理場 汚泥焼却設備据付工事 広和ﾌﾟﾗﾝﾄ工事㈱

OCC㈱堺工場 №1ｼｬｰﾗｲﾝ据付 太平工業㈱

中山鋼業西淀川 冷却床補修工事 太平工業㈱

小田排水機場 ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工事 太平工業㈱

三菱自動車水島 4GIFCDC/SL設備移設工事 ㈲渡辺組

緑ヶ丘ﾎﾟﾝﾌﾟ場 ﾀｰﾋﾞﾝ設備据付工事 広和ﾌﾟﾗﾝﾄ工事㈱



年度 客先 工事内容 受注先

平成13年 三菱ﾒﾃｯｸｽ上越 脱脂洗浄装置据付工事 広和ﾌﾟﾗﾝﾄ工事㈱

日本鋳鉄管埼玉 金型焼鈍炉改造工事 広和ﾌﾟﾗﾝﾄ工事㈱

関西製鋼㈱ 第二冷却床据付工事 山九㈱

日本ｽﾁｰﾙ㈱ 第二中間圧延機据付工事 山九㈱

古河電気工業㈱尼崎 2500T抽出ﾌﾟﾚｽﾗﾑ更新工事 山九㈱

沖縄火力金武工場 運炭抽出設備据付工事 拓南鉄建㈱

日本精線㈱枚方工場 自動酸洗設備据付工事 上田工業㈱

新日本製鐵㈱堺 自動ｽﾗﾌﾞ搬送設備据付工事 太平工業㈱

大阪造幣局 七宝工場設備移設工事 ㈲渡辺組

平成14年 山南町小川浄化ｾﾝﾀｰ 脱水機設備据付工事 山九㈱

日立造船舞鶴 発電設備据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

大阪市住之江抽水所 ﾎﾟﾝﾌﾟ補器据付工事 太平工業㈱

各務原市ｺﾞﾐ処理場 機器据付工事 ｹｰﾋﾟｰｹｰ㈱

平野焼却工場 扇ｹﾞｰﾄ据付工事 ｹｰﾋﾟｰｹｰ㈱

関西製鋼㈱ ﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ装置据付工事 ㈲鳶鉄工

洛西浄化ｾﾝﾀｰ 汚泥焼却炉据付工事 ｹｰﾋﾟｰｹｰ㈱

斑鳩町第一浄水場 機器据付工事 ｹｰﾋﾟｰｹｰ㈱

日新鋼管㈱蒲郡 焼入切断設備移設工事 日新工機㈱

天理市 散水3床塔取替工事 山九㈱

大阪製鐵㈱堺 集塵機据付工事 ㈲渡辺組

新日本製鐵㈱堺 ｼｮｯﾄ塗装機据付工事 山九㈱

平成15年 日本ｶｰﾎﾞﾝ㈱山梨 機器設備撤去工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

日新鋼管㈱蒲郡 特殊ﾊﾟｲﾌﾟ加工装置据付工事 日新工機㈱

日鉄建材工業㈱ ｽﾘｯﾀｰﾗｲﾝ移設工事 太平工業㈱

日本鋼管継手㈱ 連続焼鈍炉据付工事 ｹｰﾋﾟｰｹｰ㈱

台糖㈱ 分離機ﾐｷｻｰ据付工事 山九㈱

東京製綱㈱ 泉佐野工場 機器移設工事 太平工業㈱

日電工阿南 ﾀﾞｸﾄ製作据付工事 太平工業㈱

刈谷市環境ｾﾝﾀｰ 焼却設備据付工事 京阪造機㈱

㈱淀川製鋼所 呉 №2CGL設備機器解体工事 山九㈱呉

合同製鐵㈱ 形鋼ﾗｲﾝﾛｰﾗｰﾃｰﾌﾞﾙ更新工事 山九㈱堺

新光製糖㈱ ﾎﾞｲﾗｰ解体工事 山九㈱堺

平成16年 忠岡ﾎﾟﾝﾌﾟ場 掻寄機据付工事 山九㈱堺

日立金属㈱安来 2Vﾐﾙ増強工事 太平工業㈱

㈱神戸製鋼所 加古川 酸洗ﾗｲﾝ組込工事 山九㈱兵庫

西日本製鋼所熊本 圧延ﾗｲﾝ更新工事 太平工業㈱

淡路島 関空埋立用ｺﾝﾍﾞｱｰ解体工事 ㈲渡辺組

㈱神戸製鋼所 加古川 焼結ﾌｧﾝ補修工事 山九㈱兵庫

日新製鋼㈱堺 5TM設備解体工事 山九㈱堺

合同製鐵㈱舟橋 加熱炉改造工事 中央炉材鉱業㈱



年度 客先 工事内容 受注先

JFE水島 定修工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

新日本製鐵㈱堺 大形工場ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ据付工事 太平工業㈱堺

平成17年 ㈱神戸製鋼所 神戸 TD整備場移設工事 山九㈱兵庫

㈱三幸金属工業所 堺工場 ｼｬｰﾗｲﾝ移設工事 ㈲渡辺組

古河電気工業㈱尼崎 2500Tﾌﾟﾚｽ補修工事 ㈱富士交易

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ㈱ L-3溶剤回収設備据付工事 山九㈱兵庫

日新製鋼㈱呉 連酸設備ｼｬｰ取替工事 日新工機㈱

㈱中山製鋼所 転炉ﾌﾞﾙｷﾞｱｰ抜替工事 太平工業㈱広畑

新日本製鐵㈱広畑 酸洗ﾀﾝｸ据付工事 太平工業㈱広畑

東京鋼鐵㈱小山 加熱炉天井金物改造工事 中央炉材鉱業㈱

山陽特殊製鋼㈱姫路 積込矯正機前ﾃｰﾌﾞﾙ改造工事 太平工業㈱広畑

ﾄﾋﾟｰ工業㈱豊橋 №6st引出装置据付工事 太平工業㈱広畑

神戸空港 ﾎﾟｰﾄﾗｲﾅｰ分岐器据付工事 山九㈱兵庫

JFE条鋼㈱姫路 電気炉据付工事 山九㈱堺

平成18年 ㈱神戸製鋼所 神戸 3分塊№2CB改造工事 山九㈱兵庫

㈱神戸製鋼所 神戸 CC搬送設備据付工事 ｻﾝｷｭｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

㈱三幸金属工業所 堺工場 №2ｼｬｰﾗｲﾝ移設工事 ㈲渡辺組

千代田鋼鉄㈱ 加熱炉抽出口ﾘﾝﾃﾙ取替工事 中央炉材鉱業㈱

新日本製鐵㈱名古屋 CGL出側設備据付工事 太平工業㈱名古屋

㈱中山製鋼所 熱延RE減速機ｷﾞｱｰ取替工事 太平工業㈱広畑

日鉄鋼板尼崎 №2CGLﾃﾝｼｮﾝﾘｰﾙ据替工事 太平工業㈱広畑

大阪製鐵㈱堺 冷却塔減速機取替工事 太平工業㈱堺

新日本製鐵㈱広畑 №2CGL設備据付工事 太平工業㈱

日鉄鋼板㈱尼崎 ｽｷﾝﾊﾟｽﾐﾙ据替工事 太平工業㈱広畑

JFE福山 CGL設備据付工事 山九㈱堺

合同製鐵㈱大阪 U､Eﾐﾙ更新工事 山九㈱堺

共英製鋼㈱枚方 加熱炉改造工事 中央炉材鉱業㈱

古河電気工業㈱尼崎 ｻｰﾓｲﾝ切断機据付工事 ㈱富士交易

京都ﾌﾞﾗｽﾄ㈱ 伸線機移設工事 ㈲渡辺組

住友金属工業㈱和歌山 ｻｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｽ機解体工事 太平工業㈱大分

平成19年 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ㈱ L-5R､L-6R溶剤回収設備据付工事 山九㈱兵庫

合同製鐵㈱舟橋 棒鋼設備更新工事NSL設備移設工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 NSL設備移設工事 河本工業㈱

合同製鐵㈱姫路 2CCｱｲﾄﾞﾙﾛｰﾙ取替工事 合同製鐵㈱姫路

日鉄鋼板㈱尼崎 ﾒｯｷ機据付工事 山九㈱堺

㈱中山製鋼所 電気炉C.C.解体工事 ㈲渡辺組

㈱中山製鋼所 ｽｷﾝﾊﾟｽﾐﾙ据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱大分 ｻｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾚｽ機据付工事 太平工業㈱大分

㈱中山製鋼所 加熱炉搬送設備据付工事 太平工業㈱



年度 客先 工事内容 受注先

㈱中山製鋼所 HOTｺｲﾙﾎﾞｯｸｽ据付工事 太平工業㈱

住友金属工業㈱和歌山 加熱炉解体工事 ㈲渡辺組

合同製鐵㈱姫路 C.C.ﾌﾟｯｼｬｰﾃｰﾌﾞﾙ更新工事 合同製鐵㈱姫路

中山鋼業㈱ 昇温炉据付工事 ㈱ｻﾝﾗｲｽﾞ

日新製鋼㈱堺 放電ﾀﾞﾙ加工機据付工事 河本工業㈱

日新製鋼㈱堺 東梱包設備改造工事 河本工業㈱

㈱神戸製鋼所 神戸 高炉給水設備更新工事 山九㈱兵庫

大阪製鐵㈱恩加島 ｱﾙﾐ支腕補修工事 太平工業㈱堺

平成20年 ㈱ﾉﾎﾞﾊﾟﾝ堺工場 連続ﾌﾟﾚｽ設備据付工事 ㈲渡辺組

合同製鐵㈱姫路 1､2号ﾎｯﾄｿｰﾗｲﾅ取替工事 山九㈱兵庫

日鉄住金鋼板㈱ ﾚﾍﾞﾗｰ据替工事 山九㈱堺

㈱中山製鋼所 厚板ｶﾑﾜﾙﾂ補強工事 太平工業㈱広畑

JFE条鋼㈱姫路 中小形鋼設備ﾘﾌﾚｯｼｭ工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱広畑 BA-4設備据付工事 太平工業㈱

ｼｬｰﾌﾟ㈱堺工場 ﾊﾞｯﾁﾌﾟﾗﾝﾄ設備据付工事 ㈱ｴｲﾌﾞﾙ

旭硝子㈱高砂工場 包装設備据付工事 太平工業㈱広畑

新日本製鐵㈱広畑 HOTMｽﾀﾝﾄﾞ事前工事 太平工業㈱

中山鋼業㈱ F14､15ﾐﾙﾓｰﾀｰ取替工事 太平工業㈱広畑

大阪製鐵㈱堺 秤量機据付工事 太平工業㈱堺

合同製鐵㈱姫路 2CC#32-#33ｱｲﾄﾞﾙﾌﾚｰﾑ更新工事 合同製鐵㈱姫路

新日本製鐵㈱大分 厚板工場ｽｸﾗｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱｰ移設工事 太平工業㈱大分

日産化学㈱富山工場 遠心分離機OH工事 山九㈱堺

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ㈱ L-B溶剤回収設備据付工事 山九㈱兵庫

日鉄住金鋼板㈱ 1CCLBR移設工事 太平工業㈱広畑

平成21年 北陸ﾖｼﾅｶ㈱ KTﾐﾙ据付工事 太平工業㈱

製鐵ｵｷｼﾄﾝ㈱ №5ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ増設工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱広畑 HSR2設備据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱大分 製鋼大定修工事 太平工業㈱大分

新日本製鐵㈱大分 厚板搬送Tb据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱大分 厚板工場DSSｼｬｰ据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱大分 厚板ﾄﾗﾝｽﾌｧｰ設備据付工事 太平工業㈱

日本ﾋﾟﾗｰ工業㈱ 2軸切断ｽﾍﾞﾘ試験機据付工事 山九㈱兵庫

三菱伸銅㈱ ｽﾘｯﾀｰﾗｲﾝ据付工事 佐々木工業㈱

日鉄住金鋼板㈱ CGL設備能力増強改造工事 山九㈱堺

日新製鋼㈱尼崎 研究設備移設工事 ㈲渡辺組

平成22年 ㈱神戸製鋼所 高砂 10000tﾌﾟﾚｽ据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 EGL#2CPC更新工事 山九㈱堺

新日本製鐵㈱広畑 HOTMｽﾀﾝﾄﾞ据付工事 太平工業㈱

神戸市 RC6-2号ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ移設工事 山九㈱兵庫

京都大学 ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ据替工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱



年度 客先 工事内容 受注先

新日本製鐵㈱堺 ｲﾝﾊﾞｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ先端加工機据付工事 太平工業㈱

日鉄住金鋼板㈱堺 Rﾌﾟﾚｽ据付工事 太平工業㈱

平成23年 合同製鐵㈱大阪 線材ﾚｼｰﾋﾞﾝｸﾞﾍﾞｯﾄﾞ更新工事 山九㈱堺

㈱Jｵｲﾙﾐﾙｽﾞ ｷﾙﾝ据付工事 山九㈱兵庫

新日本製鐵㈱大分 加熱炉R.T据替工事 太平工業㈱大分

合同製鐵㈱姫路 CCﾄﾗﾝｽﾌｧｰ改造工事 合同製鐵㈱姫路

共英製鋼㈱枚方 飛鳥ﾌﾛｱｰﾃﾞｯｷ製作 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱

ｺｰﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱静岡 ﾀﾝｸ据付工事 ㈱ｴｲﾌﾞﾙ

日新製鋼㈱堺 2PL酸洗設備更新工事 山九㈱堺

大阪ｶﾞｽ㈱ ｶﾞｽｱﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰ ﾀｰﾋﾞﾝOH工事 原田工業㈱

新日本製鐵㈱広畑 RHF設備据付工事 太平工業㈱

石油資源開発㈱ 勇払LNG内航船受入基地建設工事 太平工業㈱

合同製鐵㈱大阪 形鋼搬送ﾃｰﾌﾞﾙ更新工事 日新工機㈱

新日本製鐵㈱広畑 西電磁精製ﾗｲﾝ据付工事 太平工業㈱広畑

合同製鐵㈱姫路 棒鋼冷却床1本取ﾚｲｸ取替工事 合同製鐵㈱姫路

共英製鋼㈱枚方 直接圧延化改造工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱光 24"中径ERW設備据付工事 太平工業㈱

新日本製鐵㈱堺 FﾌﾟﾛHI圧延機据付工事 山九㈱堺

日鉄住金鋼板㈱尼崎 3CCL解体工事 三和金属機械㈱

㈱神戸製鋼所 神戸 4CC設備解体工事 山九㈱兵庫

平成24年 山陽特殊製鋼㈱姫路 垂直型ﾌﾞﾙｰﾑ連鋳機据付工事 太平工業㈱

大阪ｶﾞｽ㈱ ｶﾞｽｱﾝﾄﾞﾊﾟﾜｰ ﾀｰﾋﾞﾝOH工事 原田工業㈱

新日本製鐵㈱君津 2焼結給鉱ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ更新工事 山九㈱堺

合同製鐵㈱姫路 CCﾚｰﾄﾞﾙ台車ﾊﾝｶﾞｰ用軸取替工事 合同製鐵㈱姫路

新日本製鐵㈱広畑 PGLｽｷﾝﾊﾟｽﾐﾙ据付工事 太平工業㈱

日新製鋼㈱堺 ｺｰｼﾞｪﾈ設備据付工事 山九㈱堺

日本酢ﾋﾞ・ﾎﾟﾊﾞｰﾙ㈱ GP-6新設工事 山九㈱泉北

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱高槻 機器撤去工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱

㈱淀川製鋼所 3CCL解体工事 三和金属機械㈱

㈱神戸製鋼所 神戸 予備処理ｽﾃｰｼｮﾝ据付工事 山九㈱兵庫

日鉄住金鋼板㈱尼崎 物流合理化工事 太平工業㈱広畑

共英製鋼㈱ 直接圧延化改造工事 太平工業㈱堺

福島県 中汚泥焼却設備工事 太平工業㈱堺

阪神高速 淀川左岸線ﾄﾝﾈﾙ換気工事 山九㈱堺

昭和電工㈱ 能力増強工事 山九㈱堺

三菱重工㈱高砂 ﾀｰﾋﾞﾝOH工事 原田工業㈱

日新鋼管㈱蒲郡 搬送設備据付工事 日新工機㈱

合同製鐵㈱ ｶﾞｽｶｯﾀｰOH工事 合同製鐵㈱

㈱淀川製鋼所 3CCL解体（ﾍﾞﾄﾅﾑ）工事 ㈱サンメック



年度 客先 工事内容 受注先

平成25年 北海鋼機㈱ 1CCLｵｰﾌﾞﾝ・付帯品据付工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱

TOTO㈱滋賀 C-13J加圧成型機据付工事 太平工業㈱広畑

日新製鋼㈱東予 RSPM酸ﾀﾝｸ更新工事 太平工業㈱広畑

福島県飯館村 仮焼却炉据付配管工事 太平工業㈱広畑

旭化成㈱ PHF発砲設備据付工事 太平工業㈱

福島県 中汚泥焼却設備工事 太平工業㈱

千代田鋼鉄工業㈱ 仕上圧延機更新工事 太平工業㈱

日鉄住金鋼板㈱尼崎 1CCL駆動装置更新工事 太平工業㈱

USJ ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ取替工事 山九㈱堺

日亜鋼業㈱ ﾗｲﾝ脱脂炉据付工事 山九㈱阪神

㈱ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ 和泉 圧縮ﾌﾟﾚｽ整備工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱

大阪大学 核物理研究ｾﾝﾀｰ ｶｽｹｰﾄﾞ装置据付工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱

平成26年 福島県 飯館村仮焼却炉据付工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

㈱神戸製鋼所 加古川 2分塊工場連続圧延機更新工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

日新製鋼㈱堺 既設4TM電気品更新工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

新日鐵住金㈱和歌山 3CGL八幡転活工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

新日鐵住金㈱八幡 N‐CGL建設工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

新日鐵住金㈱大分 熱延HRT通板据付工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

日新製鋼㈱堺 EPL本ﾒｯｷﾀﾝｸ更新工事 山九㈱堺

日新製鋼㈱周南 No.2連続鋳造設備新設機械工事 山九㈱

新日鐵住金㈱君津 製鋼No.1&3転炉炉体更新工事 山九㈱

三井製糖㈱ No.2分離機更新工事 山九㈱兵庫

P&G L#73GSA改造工事 山九㈱兵庫

日新製鋼ｽﾃﾝﾚｽ鋼管㈱ LB3据付工事 日新工機㈱

平成27年 ㈱神戸製鋼所 加古川 新連鋳機工場6CC主機付帯機器据付工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

㈱神戸製鋼所 加古川 2分塊工場Vロール置台移設工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

日新製鋼㈱堺 減速機更新工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

新日鐵住金㈱八幡 N‐CGL建設工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

新日鐵住金㈱大分 熱延中修理工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

愛知製鋼㈱ NIFTY.KOM既設ライン改造据付工事 日鉄住金ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ㈱

神戸市 神戸第11次クリーンセンター建設工事 山九㈱

新日鐵住金㈱君津 製鋼No.1&3転炉炉体更新工事 山九㈱

日新製鋼㈱堺 2GALO処理本体撤去工事 山九㈱堺

㈱神戸製鋼所　神戸 ７W#５水冷帯更新工事 山九㈱兵庫

P&G L#33解体・据付工事 山九㈱兵庫

三協則武鋼業㈱ レベラーライトライン据付工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱

新日鉄住金㈱名古屋 熱延G1G4テーブル更新工事 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ㈱

日新製鋼㈱尼崎 Mライン据付工事 日新工機㈱

日鉄住金鋼板㈱堺 CGL解体工事 三和金属機械㈱

[平成28年7月21日現在]


