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工　事　実　績　一　覧

設備・土木・電気工事
平成２０年１月～２６年１２月

年月 会社名 工事名称 所在地

H20.01 合同製鐵 旧中央変電所解体工事 　大阪市

H20.01 合同製鐵 ＧＩＤ解体工事 　大阪市

H20.01 合同製鐵 線材主機＃１２ＳＴＤ直流モーターＯＨ 　大阪市

H20.01 合同製鐵 線材主機＃５ＳＴＤ直流モーターＯＨ 　大阪市

H20.02 合同製鐵 バラス破砕場ロッドミル用モーター修理 　大阪市

H20.03 合同製鐵 旧棒鋼工場建屋東側排水溝工事 　大阪市

H20.03 合同製鐵 旧棒鋼工場排水ポンプ制御盤製作 　大阪市

H20.03 合同製鐵 中央変電所解体工事 　大阪市

H20.03 津田金属熱煉工業 工場外周壁補修 　尼崎市

H20.04 合同製鐵 旧棒鋼工場ＮＯ３クレーン解体工事 　大阪市

H20.04 合同製鐵 大阪工場事務所改造工事 　大阪市

H20.05 桃栄金属工業 Ｐ－Ｏロボット＆付帯装置 　茨木市

H20.05 建機熱処理ｾﾝﾀｰ 内径焼入れ搬送装置 　茨木市

H20.06 合同製鐵 パワーセンター廃止に伴う電気工事 　大阪市

H20.06 合同製鐵 ２ＣＣ搬送ＲＴ塗装工事 　大阪市

H20.06 合同製鐵 線材工場主機直流モーターＯＨ 　大阪市

H20.06 旭硝子　尼崎 脱炭酸槽架台更新工事 　尼崎市

H20.07 合同製鐵 ＧＪ工場ホイストクレーン 　大阪市

H20.08 合同製鐵 ３ＣＣスポットクーラー設置工事 　大阪市

H20.08 建機熱処理ｾﾝﾀｰ ピン焼入れ供給側搬送装置設置 　茨木市

H20.09 合同製鐵 ＧＪ工場基礎工事 　大阪市

H20.09 合同製鐵 ＧＪ工場一次電気工事 　大阪市

H20.09 合同製鐵 形鋼Ｕ４主機モーター取替工事 　大阪市

H20.09 中山鋼業 建屋塗装工事 　大阪市

H20.10 合同製鐵 形鋼工場Ｅ２インバーター化電気工事 　大阪市

H20.10 合同製鐵 ＧＪ工場搬送装置設置他 　大阪市

H20.10 合同製鐵 ＥＦ壁部塗装工事 　大阪市

H20.10 合同製鐵 極太丸探傷機計測室設置工事 　姫路市

H20.10 津田金属熱煉工業 Ｑ９炉撤去工事 　尼崎市

H20.10 高周波熱錬 東芝ＴＮ基礎工事 　大阪市

H20.11 津田金属熱煉工業 Ｔ１５炉移設、Ｇ１２・１３新設炉基礎工事 　尼崎市

H20.12 中山鋼業 電気炉北側東西横断歩廊設置工事 　大阪市

H20.12 中山鋼業 構内舗装工事 　大阪市

H20.12 旭硝子　尼崎 海岸３号クレーン解体工事 　尼崎市

H21.01 合同製鐵 線材　鋼片ヤードクレーントロリー取替工事 　大阪市

H21.01 合同製鐵 線材主機直流モーター、ＮＴミルモーターＯＨ 　大阪市

H21.01 桃栄金属工業 工場北西通路土間コンクリート改修工事 　茨木市

H21.02 合同製鐵 巻線型誘導電動機損傷修理 　大阪市

H21.02 津田金属熱煉工業 Ｇ１４・１５炉基礎工事 　尼崎市

平成２６年１２月２６日
合鐵産業株式会社
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年月 会社名 工事名称 所在地

H21.02 桃栄金属工業 研磨供給装置設置 　茨木市

H21.03 合同製鐵 ＧＪ工場　屋根修理 　大阪市

H21.03 合同製鐵 電気炉棟屋根補修工事 　大阪市

H21.03 合同製鐵 電気炉沈降塔下部補修 　姫路市

H21.03 桃栄金属工業 外装改修、防水工事 　茨木市

H21.04 合同製鐵 線材　デスケーリング設備電気工事 　大阪市

H21.04 パナソニック Ｐ３メンテナンス 　尼崎市

H21.05 津田金属熱煉工業 排水溝修理改造工事 　尼崎市

H21.05 小松製作所　六甲 ホイストクレーン、ＮＲ吊下げﾊﾝｶﾞｰ基礎工事 　神戸市

H21.08 中山鋼業 ノロ処理ヤード屋根一部更新工事 　大阪市

H21.08 ワイヤーテクノ 伸線機モーターＯＨ 　大阪市

H21.08 桃栄金属工業 ７５Ｔ抽伸機駆動部メンテナンス工事 　茨木市

H21.08 高周波熱錬 焼入れ搬送装置設置工事 　枚方市

H21.09 合同製鐵 圧２・３精整電気室変圧器更新 　姫路市

H21.09 ワイヤーテクノ 新鍍金工場巻取りヤード照明、他工事 　大阪市

H21.09 ワイヤーテクノ 新鍍金工場巻取り機整備 　大阪市

H21.10 合同製鐵 ２ロール矯正供給材ライン改造工事 　姫路市

H21.10 合同製鐵 旧ボイラー解体工事 　大阪市

H21.10 ワイヤーテクノ 新鍍金工場　デッキ設置工事 　大阪市

H21.11 パナソニック アルカリ漏液飛散防止対策 　尼崎市

H21.12 合同製鐵 形鋼加熱炉水処理設備設置に伴う地盤改良 　大阪市

H21.12 合同製鐵 協力会社控え室整備 　大阪市

H21.12 合同製鐵 岸壁コークスクレーン解体工事 　大阪市

H21.12 中山鋼業 ノロ処理ヤード屋根更新工事 　大阪市

H22.01 合同製鐵 ＣＣ水処理改造に伴う電気工事 　姫路市

H22.01 合同製鐵 バラス試験設備移設に伴う電気工事 　大阪市

H22.02 桃栄金属工業 引き抜き装置チェーン交換 　茨木市

H22.02 大阪製鐵 消防設備改修工事 　大阪市

H22.03 合同製鐵 岸壁護岸工事に伴う電気工事 　大阪市

H22.03 合同製鐵 線材メルプラック更新事前電気工事 　大阪市

H22.04 合同製鐵 ＬＦ　２ＢＣ落鉱対策工事 　大阪市

H22.04 合同製鐵 電炉操作室移設に伴う電気工事 　姫路市

H22.04 中山鋼業 出鋼操作室～屋外連絡通路製作設置工事 　大阪市

H22.04 山陽特殊製鋼 ＳＨＶ－２号出側コイル移載装置新設工事 　姫路市

H22.05 小松製作所 建６工場　下転輪ローラ焼入れ搬送装置 　枚方市

H22.06 合同製鐵 ２ＣＣ電磁攪拌コイル修理 　大阪市

H22.06 高周波熱錬 ＡラインＮＧ振分け移載機及びＳＴ設計製作 　茨木市

H22.07 津田金属熱煉 高周波装置ピット工事 　尼崎市

H22.08 合同製鐵 形鋼倉庫山側明り取り設置工事 　大阪市

H22.08 合同製鐵 形鋼ＲＴ３、ＲＴ４配線修理工事 　大阪市

H22.08 津田金属熱煉 高周波装置タンク・架台製作設置工事 　尼崎市

H22.08 パナソニック Ｐ３メンテナンス 　尼崎市

H22.09 合同製鐵 形鋼鋼片ヤード起重機走行レール取替 　大阪市

H22.09 合同製鐵 電動油圧式ポリップバケット修理 　大阪市

H22.09 合同製鐵 ガンマスタ制御盤撤去工事 　姫路市

H22.09 合同製鐵 西高圧２号柱取替工事 　姫路市

H22.09 合同製鐵 結束機前基礎改修工事 　姫路市



年月 会社名 工事名称 所在地

H22.09 津田金属熱煉 工場トイレ改修工事 　尼崎市

H22.09 合同製鐵 ２ＣＣ二次冷却装置現地改造工事 　大阪市

H22.11 合同製鐵 工場建屋屋根漏煙補修 　大阪市

H22.11 合同製鐵 ＣＣ漏鋼復旧工事 　姫路市

H22.11 合同製鐵 取鍋内地金撤去工事 　姫路市

H22.12 ワイヤーテクノ ＮＯ４伸線機モーター修理 　大阪市

H22.12 桃栄金属工業 ライトクレーンフレーム設置工事 　日野市

H23.01 合同製鐵 直引集塵機用流体継手分解整備 　姫路市

H23.01 合同製鐵 精整工場安全対策工事 　姫路市

H23.01 ワイヤーテクノ 新メッキ工場ＮＯ２巻取機用貯線装置 　大阪市

H23.01 桃栄金属工業 工場切粉集積場移設改造工事 　茨木市

H23.01 桃栄金属工業 焼入れ装置更新に伴う搬送装置改造工事 　茨木市

H23.01 津田金属熱煉 事務所トイレ更新工事 　尼崎市

H23.01 高周波工業 内径・外形焼入れ装置 　茨木市

H23.01 高周波工業 外形焼入れ装置 　茨木市

H23.01 新関西製鐵 加熱炉装入ラインサイドガイド移設工事 　堺市

H23.02 合同製鐵 取鍋ハンドリング合図の無線化 　姫路市

H23.02 合同製鐵 ＬＦＶ冷材投入装置インターフェイス工事 　姫路市

H23.02 高周波工業 内径・外形焼入れ装置据付 　茨木市

H23.03 合同製鐵 加熱炉装入側監視カメラ・モニター設置 　姫路市

H23.03 小松製作所 建６下転輪移載機改造工事 　枚方市

H23.03 旭硝子 ＯＰ１合紙梱包ホイスト横行レール補強工事 　尼崎市

H23.04 津田金属熱煉 倉庫間仕切り工事 　尼崎市

H23.05 合同製鐵 工場排水ＰＨ調整ポンプ移設に伴う電気工事 　大阪市

H23.05 桃栄金属工業 ピーニング装置更新に伴う架台設置、土木 　茨木市

H23.05 津田金属熱煉 水槽内張替え工事 　尼崎市

H23.06 合同製鐵 自動摩擦圧接機　ﾒｲﾝｸﾗﾝﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 　大阪市

H23.06 合同製鐵 線材結束機安全対策工事 　大阪市

H23.06 桃栄金属工業 ピーニング装置　出口側コンベア 　茨木市

H23.06 津田金属熱煉 Ｇ１７ピット土木工事 　尼崎市

H23.06 津田金属熱煉 クレーン設置工事 　尼崎市

H23.07 合同製鐵 屋内４号スクラップヤード壁補修工事 　大阪市

H23.07 桃栄金属工業 引抜き装置駆動部及び従動側改造工事 　茨木市

H23.08 合同製鐵 電気炉螺旋階段補修 　大阪市

H23.08 桃栄金属工業 Ｂ－４ロボットハンド＆架台設置工事 　茨木市

H23.08 桃栄金属工業 引抜き装置メンテナンス 　茨木市

H23.08 津田金属熱煉 Ｇ１６ピット土木工事 　尼崎市

H23.09 合同製鐵 線材工場ラベラー装置 　大阪市

H23.09 合同製鐵 守護神社新築工事 　大阪市

H23.09 合同製鐵 形鋼製品倉庫屋根補修 　大阪市

H23.09 合同製鐵 直引集塵機流体継手分解整備 　姫路市

H23.09 合同製鐵 検査ストライカー移設 　姫路市

H23.09 合同製鐵 軌条用穴空切断機定寸ストッパー分解点検 　姫路市

H23.09 合同製鐵 ＣＣ非常時溶鋼対策に伴う電気工事 　姫路市

H23.09 合同製鐵 ダミーバー収納装置用パワーシリンダー修理 　姫路市

H23.09 合同製鐵 建屋集塵１号モーターＯＨ 　姫路市

H23.09 合同製鐵 １５２号ＣＲ横行ケーブル取替工事 　姫路市



年月 会社名 工事名称 所在地

H23.09 合同製鐵 副原料リンク用光ケーブル修理 　姫路市

H23.09 山陽特殊製鋼 １５０ｔバイパスダクトデッキ設置工事 　姫路市

H23.09 山陽特殊製鋼 ５０００ｔガス切断機架台製作･据付工事 　姫路市

H23.10 合同製鐵 １６３号クレーン点検場ジエェットファン取付 　姫路市

H23.10 合同製鐵 建屋集塵機ＶＶＶＦインターフェイス工事 　姫路市

H23.10 津田金属熱煉 地下タンク撤去及び更地工事 　尼崎市

H23.11 合同製鐵 電気炉裏仕切り壁更新工事 　大阪市

H23.12 合同製鐵 ＬＦ炉体冷却水ポンプ増設電気工事 　大阪市

H23.12 合同製鐵 製鋼工場非常鍋地金抜き取り切断作業 　姫路市

H23.12 合同製鐵 ＣＣ非常時溶鋼対策に伴う電気工事 　姫路市

H24.01 合同製鐵 ＮＯ２建屋集塵機ダスト搬送設備更新工事 　大阪市

H24.01 中山鋼業 ＵＶ計更新 　大阪市

H24.01 山陽特殊製鋼 大型立体シル枠部品製作 　姫路市

H24.02 合同製鐵 電気炉・３ＣＣモールドＣＴ更新に伴う電気工事 　大阪市

H24.02 合同製鐵 線材脱水機更新に伴う建屋工事 　大阪市

H24.02 合同製鐵 コンプレッサー地絡故障個別検出化 　姫路市

H24.03 合同製鐵 形鋼倉庫入口シャッター取付 　大阪市

H24.03 合同製鐵 ＣＣ温水ポンプベース基礎補修 　姫路市

H24.03 桃栄金属工業 Ｂ－１４ロボットハンド＆架台設置工事   茨木市

H24.03 津田金属熱煉 Ｎ１炉解体工事 　尼崎市

H24.04 合同製鐵 神崎川岸壁護岸脳死に伴う障害物撤去工事 　大阪市

H24.04 合同製鐵 形鋼Ｕ３出側ミスロール飛び出し防止板設置 　大阪市

H24.04 津田金属熱煉 Ｇ１８＆Ｓ４炉設置に伴う土木工事 　尼崎市

H24.05 合同製鐵 面取床周辺配線迂回工事 　姫路市

H24.05 津田金属熱煉 減速機組立てラオン分割移設･設置工事 　日野町

H24.05 桃栄金属工業 コーティング設備   茨木市

H24.05 津田金属熱煉 Ｇ１９、Ｔ２４炉用基礎工事 　尼崎市

H24.06 津田金属熱煉 ティース焼入れ戻し炉基礎工事 　尼崎市

H24.06 津田金属熱煉 高周波焼入れ用架台・基礎工事 　尼崎市

H24.06 津田金属熱煉 工場アスファルト舗装工事 　尼崎市

H24.07 合同製鐵 線材倉庫屋根補修 　大阪市

H24.07 合同製鐵 六甲山荘エアコン更新 　芦屋市

H24.07 合同製鐵 分塊ミルモーター更新 　姫路市

H24.07 合同製鐵 分塊ミルモーター更新インターフェイス 　姫路市

H24.07 津田金属熱煉 電設収納ピット設置工事 　尼崎市

H24.08 合同製鐵 ＥＦスクラップヤードトロリ取替工事 　大阪市

H24.08 合同製鐵 ＣＣ逆洗ポンプベース基礎修理 　姫路市

H24.08 中山鋼業 製品倉庫屋根補修 　大阪市

H24.08 桃栄金属工業 トラックピン搬送装置設置 　高槻市

H24.09 合同製鐵 的形塩田跡地の測量及び地質調査 　姫路市

H24.09 ワイヤーテクノ 第二製造部伸線機修理 　大阪市

H24.09 津田金属熱煉 大型ブッシュ焼入れ装置供給取出し装置設置 　尼崎市

H24.09 津田金属熱煉 高周波焼入れ設備検査ライン製作設置 　尼崎市

H24.09 高周波工業 高周波焼入れ装置設置 　茨木市

H24.10 桃栄金属工業 工場床コンクリート改修工事 　茨木市

H24.10 新関西製鐵 冷却床プッッシャーテーブル更新工事 　堺市

H24.10 山陽特殊製鋼 コールドピルガーオイル加温装置 　姫路市



年月 会社名 工事名称 所在地

H24.11 合同製鐵 線材工場電気設備復旧工事 　大阪市

H24.11 津田金属熱煉 第２工場雨樋取替工事 　尼崎市

H24.11 津田金属熱煉 水槽土木、架台製作設置工事 　尼崎市

H24.11 山陽特殊製鋼 試験マクロ腐食装置移設工事 　姫路市

H24.12 合同製鐵 １５２，１６３号クレーン給電レール取替工事 　姫路市

H24.12 ワイヤーテクノ 排水処理設備シックナー製作据付工事 　大阪市

H25.01 合同製鐵 ＥＦ炉床温度記録計取替工事 　姫路市

H25.01 ワイヤーテクノ ＮＯ１１巻取機＃６～１０単独駆動化 　大阪市

H25.01 桃栄金属工業 工場床コンクリート改修工事 　茨木市

H25.01 小松製作所 ＨＳ０５焼入れ機改造工事 　枚方市

H25.01 小松製作所 大型焼入れ装置ブラケット製作・設置工事 　枚方市

H25.03 合同製鐵 直引集塵水冷ダクトデッキ製作取付工事 　姫路市

H25.03 ヒガシ２１ 倉庫内土地隆起改修工事 　大阪市

H25.04 小松製作所 ＨＱＳ０７焼入れ機改造工事 　枚方市

H25.05 合同製鐵 線材倉庫屋根補修工事 　大阪市

H25.05 合同製鐵 油圧矯正機更新 　姫路市

H25.05 桃栄金属工業 引抜き装置メンテナンス 　茨木市

H25.05 ヒガシ２１ アスファルト補修工事 　大阪市

H25.05 高周波工業 スズキ向け高周波焼入れ設備 　茨木市

H25.07 合同製鐵 原料ステーション建替 　姫路市

H25.07 桃栄金属工業 プッシュポインターＯＨ 　茨木市

H25.08 桃栄金属工業 工場明り取り工事 　茨木市

H25.08 津田金属熱煉 第３工場土間コンクリート改修工事 　尼崎市

H25.09 合同製鐵 ２ＣＣ電気室高圧遮断機老朽更新 　大阪市

H25.09 合同製鐵 屋内スクラップヤード中央デッキ手摺設置 　大阪市

H25.09 合同製鐵 線材１ＳＴＲ　補機ＡＣ化に伴う電動機取替 　大阪市

H25.09 合同製鐵 防火、防災管理システム設置工事 　姫路市

H25.09 合同製鐵 防火、防災管理システム所内放送設備改造 　姫路市

H25.09 合同製鐵 防火、防災管理システム保安室改造電気工事 　姫路市

H25.09 合同製鐵 シルコフラックス前搬送ローラー溶射加工 　姫路市

H25.09 合同製鐵 旧変電所解体に伴う電源移設工事 　姫路市

H25.09 合同製鐵 第一製品倉庫天井灯更新工事 　姫路市

H25.09 合同製鐵 CC　２ＳＴガスカッターＴＢ操作盤検出器配線 　姫路市

H25.09 ワイヤーテクノ ＮＯ５伸線機モーター修理 　大阪市

H25.09 中山鋼業 第４商品ヤード北面屋根改修工事 　大阪市

H25.09 中山鋼業 窒素、リン計修理 　大阪市

H25.09 桃栄金属工業 Ｂ－２ロボット及びハンド架台設置工事 　茨木市

H25.09 桃栄金属工業 工場明り取り工事 　茨木市

H25.10 合同製鐵 圧延工場放送設備更新 　姫路市

H25.10 合同製鐵 ＢＤ電動機更新用電動機予備品 　姫路市

H25.10 桃栄金属工業 工場明り取り 　茨木市

H25.10 桃栄金属工業 工場明り取り（建機） 　茨木市

H25.10 合同製鐵 中央ＳＳ跡地散水設備電気工事 　大阪市

H25.12 桃栄金属工業 小型ポリシング設備更新工事 　茨木市

H25.12 桃栄金属工業 明り取り工事 　八日市市

H26.01 合同製鐵 形鋼北側外灯設置工事 　大阪市

H26.01 合同製鐵 製鋼工場送り配管塗装及び撤去工事 　姫路市



年月 会社名 工事名称 所在地

H26.01 合同製鐵 中型Ｖ２後面チルガイド予備製作 　姫路市

H26.01 ワイヤーテクノ 新脱脂槽製作取替工事 　大阪市

H26.01 桃栄金属工業 Ｂ／Ｐ搬送出口警報ブザー取付工事 　茨木市

H26.01 津田金属熱煉工業 塗装ブース新設工事 　尼崎市

H26.01 大幸薬品 バケットコンベア更新工事 　吹田市

H26.03 合同製鐵 線材工場ＬＥＤ化工事 　大阪市

H26.03 合同製鐵 電気炉冷却水設備省エネ化工事 　大阪市

H26.03 合同製鐵 線材倉庫屋根修理 　大阪市

H26.03 合同製鐵 レール鋸断孔明け電磁弁ブロック位置替工事 　姫路市

H26.03 合同製鐵 旧１１０ｔ／３０ｔクレーン撤去工事 　姫路市

H26.03 合同製鐵 ＥＦ分析表示器用シーケンサー取替工事 　姫路市

H26.03 合同製鐵 ＬＦ水冷炉蓋取替工事 　姫路市

H26.03 ワイヤーテクノ ＳＴＣ冷却水ポンプ制御盤更新 　大阪市

H26.03 桃栄金属工業 センターボス溶接ユニット設備 　茨木市

H26.03 津田金属熱煉工業 チャージカーライン焼入れ冷却補助設備 　尼崎市

H26.03 津田金属熱煉工業 連続焼入れ焼き戻し炉冷却槽製作・設置工事 　尼崎市

H26.03 津田金属熱煉工業 ワークストック架台 　尼崎市

H26.04 合同製鐵 加熱炉煙道ダンパー製作 　姫路市

H26.04 山陽特殊製鋼 ７５Ｌ－１号出側エアーブロー油煙対策工事 　姫路市

H26.04 桃栄金属工業 焼入れ設備デッキ梯子設置工事 　茨木市

H26.04 津田金属熱煉工業 Ｇ３解体工事 　尼崎市

H26.05 合同製鐵 岸壁１５ｔクレーン電動油圧クラブＯＨ 　姫路市

H26.05 ワイヤーテクノ ２号めっき集塵機更新 　大阪市

H26.06 ワイヤーテクノ 水処理設備タンク塗装工事 　大阪市

H26.06 中山鋼業 商品倉庫屋根補修 　大阪市

H26.06 桃栄金属工業 焼入れ設備移設に伴う電気改造工事 　茨木市

H26.06 桃栄金属工業 高周波焼入れ設備建屋改造工事 　茨木市

H26.06 桃栄金属工業 ＩＱ焼入れ設備移設工事 　茨木市

H26.06 津田金属熱煉工業 第２工場天井ボード落下防止対策 　尼崎市

H26.06 宏栄ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ工業 ピット、床改造工事 　加古川市

H26.07 合同製鐵 線材倉庫屋根修理 　大阪市

H26.07 合同製鐵 竪型電解ロール研削盤修理 　大阪市

H26.07 桃栄金属工業 ＩＱスルー焼入れ装置及び大型ﾌﾞｯｼｭ移設 　茨木市

H26.07 桃栄金属工業 ＩＱスルー焼入れ槽用ピット&付帯工事 　茨木市

H26.07 桃栄金属工業 ＩＱスルー設備移設に伴い搬送設備改造 　茨木市

H26.07 桃栄金属工業 高温テンパー炉用積込バスケット 　茨木市

H26.07 桃栄金属工業 高温テンパー炉用搬送パレット 　茨木市

H26.07 津田金属熱煉工業 ガス炉移設及び増設に伴う付帯工事 　尼崎市

H26.07 津田金属熱煉工業 ＩＱスルー焼入れ設備戻し、架台解体 　尼崎市

H26.08 合同製鐵 神崎川河口部船舶航路浚渫作業 　大阪市

H26.08 合同製鐵 ＧＪ工場切断機ＴＦＢ－ＸＬ用鋸盤入替 　大阪市

H26.08 合同製鐵 圧延池高圧盤更新 　大阪市

H26.08 合同製鐵 バンドソー更新 　姫路市

H26.08 桃栄金属工業 Ｂ－１０加工設備更新に伴う付帯工事 　茨木市

H26.09 合同製鐵 ３ＣＣ鋳床熱気排出ファン設置 　大阪市

H26.09 合同製鐵 ワイヤー放電加工機 　姫路市

H26.09 合同製鐵 油圧矯正機付帯工事 　姫路市



年月 会社名 工事名称 所在地

H26.09 合同製鐵 １０００ｔプール汚泥回収工事 　姫路市

H26.09 合同製鐵 スクラップバケット、ＴＤ亀裂点検 　姫路市

H26.09 合同製鐵 １４０ｔクレーン走行レールバリ取り作業 　姫路市

H26.09 ワイヤーテクノ 走間乾燥装置設置工事 　大阪市

H26.09 桃栄金属工業 Ｐ－２加工設備更新に伴う付帯工事 　茨木市

H26.09 桃栄金属工業 第一工場作業床コンクリート改修工事 　茨木市

H26.09 桃栄金属工業 Ｐー７～Ｐ－９床土木工事 　茨木市

H26.09 山陽特殊製鋼 １００Ｌー１号吸着塔ブロア更新、基礎工事他 　姫路市

H26.10 合同製鐵 コーンクラッシャー更新工事 　大阪市

H26.10 合同製鐵 コーンクラッシャー基礎工事 　大阪市

H26.10 合同製鐵 ＬＦ直引ダクトダスト堆積対策 　姫路市

H26.10 合同製鐵 建屋集塵機コンベア更新 　姫路市

H26.10 合同製鐵 旋盤ポンプ取替・配管フラッシング工事 　姫路市

H26.11 合同製鐵 神崎川河口部深浅測量 　大阪市

H26.11 合同製鐵 ＣＣ本体油圧ポンプ増設電気工事 　姫路市

H26.11 中山鋼業 ＴＤヤード屋根張替工事 　大阪市

H26.11 津田金属熱煉工業 工場屋根塗装工事 　尼崎市

H26.12 合同製鐵 厚生棟豪雨対策電気工事 　姫路市

H26.12 ワイヤーテクノ 硬めっき線湯洗装置製作設置工事 　大阪市

H26.12 中山鋼業 旧加熱炉ヤード屋根張替工事 　大阪市

H26.12 中山鋼業 製鋼副原料搬送装置ホッパー壁修理作業 　大阪市

H26.12 ワイヤーテクノ 排水処理設備歩廊修理工事 　大阪市

H26.12 合同製鐵 レール鋸断孔明け機ギアボックス応急修理 　姫路市


