
ＴＥＬ：０６－６４７４－０６０２
ＦＡＸ：０６－６４７７－５７０３

工 事 実 績 一 覧

平成３０年１０月３１日

合鐵産業株式会社

大阪支社ＳＥ部

〒５５５－００４２　　　　　　　　　　　

大阪市西淀川区西島１丁目１番２号



工　事　実　績　一　覧

設備・土木・電気工事
平成２７年１月～３０年９月

年月 会社名 工事名称 所在地

H27.01 合同製鐵 厚生棟豪雨対策電気工事 　姫路市

H27.01 ワイヤーテクノ 水処理設備歩廊修理工事 　大阪市

H27.01 建機熱処理センター 第１工場大型ブッシュ設備解体・改造・復旧工事 　茨木市

H27.01 建機熱処理センター 大型ブッシュ設備解体・移設・設置工事 　茨木市

H27.01 建機熱処理センター 大型ブッシュ移設工事 　茨木市

H27.01 建機熱処理センター 第２工場大型ブッシュ設備解体・改造・復旧工事 　茨木市

H27.01 高周波鋼業 高周波焼入れ設備改造工事 　茨木市

H27.02 合同製鐵　大阪 大阪工場２号圧縮機クランプ修理 　大阪市

H27.02 合同製鐵　姫路 レール鋸断孔明け機ギアボックス応急処置 　姫路市

H27.02 大幸薬品 正露丸充填機用スネコン設置 　吹田市

H27.04 桃栄金属　高槻 ＶＦＷ焼入れ設備及びテンパー炉床工事 　高槻市

H27.04 津田金属　尼崎 Ｇ４ガス炉解体工事 　尼崎市

H27.05 桃栄金属　高槻 ＶＦＷ焼入れ設備搬送部 　高槻市

H27.05 桃栄金属　高槻 ＶＦＬ焼入れ設備搬送部 　高槻市

H27.06 合同製鐵　大阪 電気炉炉床熱電対更新 　大阪市

H27.06 合同製鐵　姫路 油圧矯正機給材払い出しＴｂ増設 　姫路市

H27.07 合同製鐵　大阪 ２ＣＣＥＭＳコイル巻替修理 　大阪市

H27.07 合同製鐵　姫路 ＮＯ３トイレ改造工事 　姫路市

H27.07 桃栄金属　高槻 ギアー加工機搬送部 　高槻市

H27.07 桃栄金属　茨木 Ｂ－９ロボット及びハンド・架台設置工事 　茨木市

H27.08 合同製鐵　大阪 ショートＡＩホッパー拡張工事 　大阪市

H27.08 合同製鐵　姫路 ２号主プール電動チェーンブロック設置工事 　姫路市

H27.08 合同製鐵　姫路 旧加熱炉建屋他外装更新 　姫路市

H27.08 共英製鋼　大阪 ビレット置場土間整備工事残材処理 　大阪市

H27.08 桃栄金属　茨木 Ｐ－３ロボット及びハンド・架台設置工事 　茨木市

H27.08 津田金属　尼崎 第１工場Ｎ１天井及び壁面工事 　尼崎市

H27.08 合同製鐵　船橋 製鋼工場連鋳棟鋳造設備架構補修 　船橋市

H27.09 合同製鐵　大阪 ＥＦ計量ホッパー閉ＬＳ取付及び警報回路追加工事 　大阪市

H27.09 合同製鐵　大阪 屋内スクラップヤード鉄骨ボルト入替工事 　大阪市

H27.09 合同製鐵　姫路 レール鋸断孔明け機ギアボックス部分更新 　姫路市

H27.09 合同製鐵　姫路 ２０００ｋｗミルモーターオーバーホール 　姫路市

H27.09 合同製鐵　姫路 手入れＴｂサイジングキッカー周辺修理 　姫路市

H27.09 合同製鐵　姫路 １号ＨＳ受けライナー取替 　姫路市

H27.09 中山鋼業 ＴＤヤード西側外壁更新 　大阪市

H27.09 津田金属　尼崎 第３工場天井改修工事 　尼崎市

H27.09 桃栄金属　高槻 テントハウス前土木工事 　高槻市

H27.10 合同製鐵　大阪 大阪工場１号圧接機潤滑油オイルクーラー更新工事 　大阪市

H27.10 合同製鐵　大阪 大阪工場Ｇジョイント工場事務所基礎補修工事 　大阪市

H27.10 中山鋼業 ＤＣ炉電気室大扉洗浄他補修工事 　大阪市

平成３０年１０月３１日
合鐵産業株式会社

ＳＥ部



年月 会社名 工事名称 所在地

H27.10 中山鋼業 ノロ処理ヤード」谷樋改修工事 　大阪市

H27.11 桃栄金属　茨木 Ｐ－１ロボット及びハンド・架台設置工事 　茨木市

H27.11 東洋商事 東成区喫茶店ＲＦ屋根設置工事 　大阪市

H27.11 津田金属　尼崎 第３工場軒樋取替工事 　尼崎市

H27.12 大幸薬品 錬合圧延室バーチカルリフター駆動チェーン交換 　吹田市

H27.12 合同製鐵　大阪 形鋼工場ロール旋削既設旋盤撤去工事 　大阪市

H27.12 合同製鐵　大阪 形鋼工場新ＳＮＳ旋盤用基礎工事 　大阪市

H27.12 中山鋼業 集塵フード補修工事 　大阪市

H28.01 合同製鐵　大阪 線材倉庫高圧盤更新 　大阪市

H28.01 合同製鐵　大阪 形鋼工場精整側トイレ更新工事 　大阪市

H28.01 ワイヤーテクノ ７号伸線機オーバーホール 　大阪市

H28.01 ワイヤーテクノ ７号伸線機電動機オーバーホール 　大阪市

H28.01 中山鋼業 製鋼工場ビレットシャワー室補修工事 　大阪市

H28.01 建機熱処理センター 大型ピン焼入れ設備更新に伴う工事 　茨木市

H28.02 合同製鐵　姫路 ＥＦ炉用Ｔｒ室ＬＴＣ搬出入口改造 　姫路市

H28.02 合同製鐵　姫路 合鐵産業工場屋根更新　第１工場 　姫路市

H28.02 合同製鐵　姫路 合鐵産業工場屋根更新　第２工場 　姫路市

H28.02 中山鋼業 集塵フード補修工事 　大阪市

H28.02 津田金属　尼崎 第３工場検査室新設工事 　尼崎市

H28.02 津田金属　尼崎 窒素ボンベ置場工事 　尼崎市

H28.03 合同製鐵　大阪 技能実習施設設置 　大阪市

H28.03 合同製鐵　大阪 旧棒鋼山側トイレ更新工事 　大阪市

H28.03 合同製鐵　大阪 アプセットバット溶接機電源工事 　大阪市

H28.03 合同製鐵　大阪 大阪ＧＪ工場屋根補修工事 　大阪市

H28.03 合同製鐵　姫路 スラグドラッカー設置工事 　姫路市

H28.03 ワイヤーテクノ 排水処理設備クラリファイヤー歩廊修理 　大阪市

H28.03 中山鋼業 書庫防水工事 　大阪市

H28.03 中山鋼業 スタンド洗浄機オーバーホール 　大阪市

H28.03 桃栄金属　茨木 工場南側ブロック塀改修工事 　茨木市

H28.03 桃栄金属　茨木 コンプレッサー室改造工事 　茨木市

H28.03 津田金属　尼崎 Ｇ２１ガス炉更新に伴う付帯工事 　尼崎市

H28.03 桃栄金属　高槻 加工機更新に伴う付帯工事 　高槻市

H28.03 山陽特殊製鋼 ６０ｔ新鋳込み場取鍋ＳＮ油圧ユニット、操作盤製作 　姫路市

H28.03 合同製鐵　姫路 ２号ホットソー受けローラー・ライナー取替 　姫路市

H28.04 桃栄金属　茨木 Ｂ－６東側開口部改造工事 　茨木市

H28.04 永光 メキシコ向けプッシュポインター製作、組込

H28.05 合同製鐵　大阪 実習室空調機設置工事 　大阪市

H28.05 合同製鐵　姫路 原料ステーショントイレ更新工事 　姫路市

H28.05 合同製鐵　姫路 研修室北トイレ更新工事 　姫路市

H28.05 合同セラミックス 休止設備不要物撤去・階段改造新設 　備前市

H28.05 共英製鋼　佃 建屋集塵機解体、運送 　大阪市

H28.06 合同製鐵　大阪 線材水処理高圧盤更新 　大阪市

H28.06 合同製鐵　大阪 旧棒鋼海側トイレ更新工事 　大阪市

H28.06 合同製鐵　大阪 形鋼工場見学者歩廊手摺更新 　大阪市

H28.06 中山鋼業 ＴＤヤード南面モールド倉庫シャッター更新 　大阪市

H28.06 中山鋼業 スケールピット内残スケール処理作業 　大阪市



年月 会社名 工事名称 所在地

H28.07 合同製鐵　大阪 線材ステコンブロワー室内監視カメラ設置工事 　大阪市

H28.08 合同製鐵　大阪 線材加熱炉監視カメラ設置工事 　大阪市

H28.08 合同製鐵　大阪 佃研修センター南面外装塗装工事 　大阪市

H28.08 中山鋼業 ホットビレット冷却払出設備補修工事 　大阪市

H28.08 桃栄金属　茨木 Ｂ－６ロボット及びハンド、架台設置工事 　茨木市

H28.08 津田金属　尼崎 ティース昇降部製作設置工事 　尼崎市

H28.09 合同製鐵　大阪 事務所裏防火水槽修理工事 　大阪市

H28.09 合同製鐵　大阪 屋内スクラップヤード鉄骨ボルト入替工事 　大阪市

H28.09 合同製鐵　大阪 ＥＦ温度監視盤～測温抵抗体中継盤ケーブル取替 　大阪市

H28.09 合同製鐵　姫路 １５Ｔ岸壁ジブクレーン用電動油圧クラブ修理 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 圧延・精整工場屋根更新工事 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 分塊４００Ｖ送りケーブル取替工事 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 Ｖ作業場避難通路設置 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路レール鋸断孔明け機入側Ｔｂローラー製作、設置、芯出し　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 ＮＯ９製品コンベアー駆動軸製作及び交換工事 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 Ｖ真空タンク台車走行レール取替 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 ＥＦ作業床受け梁修理 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 油圧矯正機シリンダーオーバーホール及び取付 　姫路市

H28.09 合同製鐵　姫路 １５Ｔ岸壁ジブクレーン用電動油圧クラブ予備機修理 　姫路市

H28.09 中山鋼業 チャンバー室内壁保護板取替工事 　大阪市

H28.09 桃栄金属　茨木 Ｐ－１１ロボット及びハンド、架台設置工事 　茨木市

H28.09 建機熱処理センター テントハウス内地下地下膵臓ソリブル液流入対策工事 　茨木市

H28.09 桃栄金属　茨木 屋上防水工事 　茨木市

H28.10 合同製鐵　大阪 １号圧接機チャック製作取替作業 　大阪市

H28.11 合同製鐵　姫路 昇降移載コンベアー部品製作組込み 　姫路市

H28.11 合同製鐵　姫路 ３０００ｋｗミル室南壁更新 　姫路市

H28.11 ワイヤーテクノ ３号めっき脱脂槽臭気排気ファン設置及びダクト工事 　大阪市

H28.11 建機熱処理センター 西側冷却塔水飛散防止対策 　茨木市

H28.11 合同製鐵　大阪 旧棒鋼山側トイレ補修 　大阪市

H28.12 桃栄金属　高槻 外部ブロック塀改修工事 　高槻市

H28.12 合同セラミックス 不定形工場集塵設備設置 　備前市

H29.01 合同製鐵　大阪 線材工場力率コンデンサー更新 　大阪市

H29.01 合同製鐵　大阪 電炉高架水槽の延命化塗装工事 　大阪市

H29.01 合同製鐵　大阪 線材鋼片Ｂ置場アスファルト補修 　大阪市

H29.01 合同製鐵　姫路 圧延工場ロールオペルーム北トイレ更新工事 　姫路市

H29.01 合同製鐵　姫路 ビレットヤード部品棚製作設置工事 　姫路市

H29.01 合同製鐵　姫路 電気炉油圧室天井スラブ修理 　姫路市

H29.01 合同製鐵　姫路 ６号旋盤機Ｘ軸スライド部修理 　姫路市

H29.01 ワイヤーテクノ ３号めっきＮＯ１巻取り機駆動部修理 　大阪市

H29.01 中山鋼業 集塵ダクト屋根一部張替え工事 　大阪市

H29.01 桃栄金属　茨木 Ｐ－１３研磨ラインバラ取り搬送システム 　茨木市

H29.01 津田金属　尼崎 第３工場検査室天井鋼板貼り替え工事 　尼崎市

H29.02 合同製鐵　大阪 線材製品塗布潤滑剤排気能力アップ工事 　大阪市

H29.02 合同製鐵　姫路 直引インバータ電気室新築 　姫路市

H29.02 合同製鐵　姫路 直引インバータ電気室新築に伴う電気工事 　姫路市

H29.02 合同製鐵　姫路 分塊３０００ｋｗミルモーター点検 　姫路市



年月 会社名 工事名称 所在地

H29.02 合同製鐵　姫路 Ｔ２暴走防止ストッパー製作・交換 　姫路市

H29.02 合同製鐵　姫路 厨房改装工事 　姫路市

H29.02 合同製鐵　姫路 食堂食事スペース側内装工事 　姫路市

H29.02 新関西製鐵　星田 すばる寮浴場ボイラー更新 　交野市

H29.03 合同製鐵　大阪 スクラップヤード屋根更新工事 　大阪市

H29.03 合同製鐵　大阪 電解研削オーバーホール 　大阪市

H29.03 合同製鐵　大阪 佃研修センター外壁改装向上 　大阪市

H29.03 合同製鐵　大阪 形鋼工場保温カバー製作設置工事 　大阪市

H29.03 合同製鐵　大阪 旧１ＣＣ２．５ｔウォールクレーン更新 　大阪市

H29.03 合同製鐵　姫路 砥石駆動モーター、インバーター製作 　姫路市

H29.03 合同製鐵　姫路 昇降移載コンベアチェーン取替工事 　姫路市

H29.03 合同製鐵　姫路ビレットグラインダー砥石駆動モーターのインバーター化　姫路市

H29.03 合同製鐵　姫路 中島排水浸水防止擁壁設置 　姫路市

H29.03 桃栄金属　高槻 トラックピン加工設備搬送部改造工事 　高槻市

H29.03 桃栄金属　高槻 トラックピン更新工事 　高槻市

H29.03 桃栄金属　茨木 Ｐ－１４研磨ラインセパレーター 　茨木市

H29.03 合同製鐵　大阪 サンライフ千舟寮Ｂ棟ボイラー更新 　大阪市

H29.04 合同製鐵　姫路 中型ロール給水ポンプ遠方操作化 　姫路市

H29.05 ワイヤーテクノ ２号めっきスクラバー充填材洗浄工事 　大阪市

H29.05 津田金属　高砂 台車式熱処理工場新築工事 　高砂市

H29.06 合同製鐵　大阪 東大島社宅１～６階共用照明補修工事 　大阪市

H29.06 合同製鐵　姫路 圧延精整屋根更新工事 　姫路市

H29.06 中山鋼業 旧加熱炉高架水槽解体工事 　大阪市

H29.06 中山鋼業 予熱ダクト撤去工事 　大阪市

H29.06 桃栄金属　茨木 Ｐ－５研磨ラインバラ取りシステム 　茨木市

H29.06 桃栄金属　茨木 テントハウス内検査室設置工事 　茨木市

H29.06 建機熱処理センター 連続ピン焼入れ設備供給側改造工事 　茨木市

H29.07 合同製鐵　大阪 ３ＣＣ溶鋼温度・酸素測定装置表示器盤更新 　大阪市

H29.07 合同製鐵　姫路 クロップ切断場南土間補修 　姫路市

H29.07 合同製鐵　姫路 ８０４号クレーン搭乗デッキ整備 　姫路市

H29.07 中山鋼業 取鍋築炉用ジブクレーン更新 　大阪市

H29.08 合同製鐵　大阪 形鋼工場パソコン及びシステム用ＡＶＲ更新 　大阪市

H29.08 合同製鐵　大阪 形鋼工場減速機軸受温度監視ｼｽﾃﾑ更新に伴う電気工事 　大阪市

H29.08 合同製鐵　大阪 ＮＯ２６線材倉庫北側トイレ更新工事 　大阪市

H29.08 合同製鐵　大阪 ３ＣＣ鋳込床クーラー更新に伴う一次電源工事 　大阪市

H29.08 合同製鐵　姫路 磁紛探傷機補助テーブル製作 　姫路市

H29.08 中山鋼業 第１スクラップヤード東側壁面雨水竪樋補修 　大阪市

H29.08 桃栄金属　茨木 Ｂ－６ロボット及びハンド、架台設置工事 　茨木市

H29.08 津田金属　尼崎 中二階解体撤去工事 　尼崎市

H29.08 山陽特殊製鋼 鋼片加熱炉炉前ストッパー移設工事 　姫路市

H29.08 山陽特殊製鋼 １５０ｔＥＦ整備作業 　姫路市

H29.09 合同製鐵　大阪 形鋼電気室高圧盤更新工事 　大阪市

H29.09 合同製鐵　大阪 線材工場７号クレーン制御盤クーラー取替 　大阪市

H29.09 合同製鐵　姫路 鋼片検査場ホイスト能力アップ 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路１０００ｔプール濾過器ブロワー及びモーター取替工事　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 ＬＦＶ間滓台車レール更新 　姫路市



年月 会社名 工事名称 所在地

H29.09 合同製鐵　姫路 コンベアチェーン張替え 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 水平コンベアチェーン張替え 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 分塊設備老朽ケーブル取替工事 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 １号ＨＳ受けローラーライナー取替工事 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 分塊設備老朽ケーブル取替工事 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 ＥＦ炉北２階フロア修理 　姫路市

H29.09 合同製鐵　姫路 スクラップヤード待機場電源及び空調工事 　姫路市

H29.09 ワイヤーテクノ ＮＯ１巻取機ギャードモーター交換 　大阪市

H29.09 ワイヤーテクノ ４ｔ巻上モーター巻替整備 　大阪市

H29.09 ワイヤーテクノ めっき統合に伴う巻取機ペイオフ装置据付工事 　大阪市

H29.09 ワイヤーテクノ ３号めっき亜鉛溶融炉周りデッキ復旧 　大阪市

H29.09 中山鋼業 製品ヤード雨樋補修工事 　大阪市

H29.09 津田金属　尼崎 ショット機用ピット工事 　尼崎市

H29.09 津田金属　尼崎 土間改修工事 　尼崎市

H29.09 桃栄金属　茨木 Ｐ－１２加工ライン解体、搬出工事 　茨木市

H29.09 桃栄金属　茨木 Ｐ－４研磨ラインバラ取りシステム 　茨木市

H29.09 新関西製鐵　星田 １棟谷樋雨漏り補修工事 　交野市

H29.10 合同製鐵　姫路 圧延精整屋根更新ステップ２ 　姫路市

H29.10 合同製鐵　姫路 磁紛探傷Ｔｂ付帯設備工事 　姫路市

H29.11 合同製鐵　姫路 旧１ＣＣ電気室更新ステップ１ 　姫路市

H29.11 ワイヤーテクノ ３号めっき設備統合に伴う改造工事 　大阪市

H29.11 桃栄金属　茨木 ピンライン床改修工事 　茨木市

H29.12 合同製鐵　大阪 ＥＭＳコイル用ケース修理 　大阪市

H29.12 桃栄金属　茨木 Ｐ－１２ロボット及びハンド・架台設置工事 　茨木市

H29.12 津田金属　尼崎 事務所雨漏れ対策工事 　尼崎市

H30.01 ワイヤーテクノ 東洋製線設備解体運搬作業 　大阪市

H30.01 桃栄金属　高槻 コーティング装置改造工事 　高槻市

H30.02 桃栄金属　茨木 西側ブロック塀改修工事 　茨木市

H30.03 合同製鐵　姫路 中型ﾐﾙﾓｰﾀｰ更新に伴う電気室新築及び変圧器基礎工事 　姫路市

H30.03 合同製鐵　姫路 ポーラススラグ用バランサー修理 　姫路市

H30.03 ワイヤーテクノ 伸線機電動機プーリー取替工事 　大阪市

H30.03 中山鋼業 旧ＰＳＡ４号機機械室土間整備 　大阪市

H30.03 桃栄金属　茨木 Ｐ－１４研磨ラインバラ取りシステム 　茨木市

H30.03 桃栄金属　茨木 屋根及び外壁・天井改修工事 　茨木市

H30.04 合同製鐵　大阪 線材製品ラベラー用ＰＣ更新 　大阪市

H30.05 合同製鐵　姫路 中型圧延機ミルモーター更新本体設計製作 　姫路市

H30.05 合同製鐵　姫路 中型ミルモーター更新に伴うインターフェイス工事 　姫路市

H30.05 合同製鐵　姫路 中型カムワルツオーバーホール 　姫路市

H30.05 中山鋼業 製品ヤード南面腰壁補修 　大阪市

H30.06 合同製鐵　大阪 ２ＣＣＥＭＳコイレ巻替修理 　大阪市

H30.06 合同製鐵　大阪 新⑥炉前ヤードトイレ更新工事 　大阪市

H30.06 合同製鐵　姫路 中型ミルモーターピット蓋・防護柵･敷板設置 　姫路市

H30.06 ワイヤーテクノ５号伸線機１～ブロックモーター用冷却ファン設置工事　大阪市

H30.06 津田金属　尼崎 東側塀改修工事 　尼崎市

H30.06 建機熱処理センター 内径及び外径焼入れ更新に伴う付帯工事 　茨木市

H30.06 新関西製鐵　星田 １圧工場　Ｅ棟西側屋根更新工事 　交野市



年月 会社名 工事名称 所在地

H30.06 ＮＳＴ 中山製鋼炉底電極解体重機用架台設置 　大阪市

H30.07 合同製鐵　大阪 大阪ＧＪ工場４号クレーン修理 　大阪市

H30.07 合同製鐵　大阪 線材メタルタグ打刻機Ｂロボットオーバーホール 　大阪市

H30.07 合同製鐵　姫路 東中通り排水設備設置 　姫路市

H30.07 合同製鐵　姫路 ４号排水口非常排水能力増強 　姫路市

H30.07 合同製鐵　姫路 ＮＯ４女子トイレ新設工事 　姫路市

H30.07 合同製鐵　姫路 ＣＣ４Ｆ西壁上部修理 　姫路市

H30.07 合同製鐵　姫路 ＢＧ３号集塵機バグ室昇降階段設置 　姫路市

H30.07 中山鋼業 耐火物斜面衝撃受板設置 　大阪市

H30.08 合同製鐵　大阪 鋼片研磨作業 　大阪市

H30.08 合同製鐵　姫路 精整場屋根更新工事 　姫路市

H30.08 中山鋼業 排滓フードダクト移設工事 　大阪市

H30.08 桃栄金属　茨木 Ｂ－０ロボット及びハンド、架台設置工事 　茨木市

H30.08 幸楽苑 幸楽苑ＨＤ食用設備解体撤去工事 　京都市

H30.08 リンガーハット 既設設備解体工事 　京都市

H30.08 合同製鐵　大阪 構内照明更新工事 　大阪市

H30.09 合同製鐵　姫路 第１製品倉庫非常水槽集水溝拡張工事 　姫路市

H30.09 合同製鐵　姫路 １５２号クレーン横行ケーブル取替工事 　姫路市

H30.09 ワイヤーテクノ 脱脂槽拡張品製作・据付工事 　大阪市

H30.09 ワイヤーテクノ 伸線機電動機プーリー取替工事 　大阪市

H30.09 津田金属　尼崎 Ｇ５及びＧ６設備撤去跡土木工事 　尼崎市

H30.09 津田金属　尼崎 Ｎ１炉横土間改修工事 　尼崎市

H30.09 合同セラミックス 不定形工場集塵機補修工事 　備前市

H30.09 山陽特殊製鋼 鋼片検査マーキング装置新設据付、配管、電気工事 　姫路市

H30.09 山陽特殊製鋼 鋼片検査マーキング装置新設、通信ネットワーク工事 　姫路市


