
年 品　名　　・　　種　類 客先　（　　）は商社経由の場合 工事名 備考
S57 ＳＳ４１　Ｈ鋼、Ｌ鋼、［鋼 大成建設㈱大阪支店 林田ダム建設工事
S57 ＳＴＫ　パイプ 川崎重工業㈱播磨工場 県立村岡高校体育館
S57 ＳＳ４１　ＦＢ鋼 ㈱神戸鋳鉄所東工場 風導管フランジ
S58 ＳＭ　ＣＴ鋼 丸誠重工業㈱播磨工場 中部電力浜岡原子力発電所
S58 ＳＵＳ　パイプ 日揮工事㈱ 関西電力ＬＮＧ基地
S58 ＳＴＫ　パイプ 石川島播磨重工業㈱愛知工場 名古屋東谷山フルーツパーク温室
S59 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱大林組(神戸鉄工) 神戸市山田下水道
S59 ＳＭ５０　ＦＢ 神戸製鋼㈱高砂事業所 サポートリング  
S59 ニッケル鋼　ＦＢ 日立造船㈱舞鶴工場　 熱交換器用リング
S60 チタン　ＦＢ ㈱神戸製鋼所大久保事業所
 サポートリングベースプレート
S60 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱大林組 （神戸鉄工） 姫路市上水道御蔭隧道
S60 ＳＴＰＧ　パイプ 第一高周波工業㈱ 関西電力赤穂発電所散水管
S61 ＳＧＰ　パイプ 三菱重工業㈱ 大阪ガス株姫路ＬＮＧタンク2-3 号散水管
S61 ＳＴＲＧ／ＳＧＰ／ＳＵＳパイプ ㈱神戸製鋼所 大阪ガス株姫路ＬＮＧ防液堤
S61 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 前田・森本共同企業体（住商・川商) 山陽自動車道　太市トンネル工事
S62 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱大林組（神戸鉄工）　　　　 神戸市有野汚水幹線
S62 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 間・日産ＪＶ（川鉄商事） 山陽自動車道　書写東トンネル工事
S62 ＳＳ４１　Ｈ型鋼補強リング 岡三興業㈱ ライナープレート補強リング
S63 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 飛島・三井・森長ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 兵庫県道路公社猪篠トンネル工事
S63 ＳＳ４１　Ｈ鋼ＣＴ鋼 川崎重工業㈱播磨工場 神戸市新交通案内軌条曲加工
S63 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱奥村組（川鉄商事) 近畿地方建設局　大和川深礎工事
H1 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 鹿島・大林・佐藤・フジタ・鴻池ＪＶ（伊藤忠) 関西電力大河内水力発電所　新設工事
H1 ＳＳ４１　Ｈ鋼ＣＴ鋼他 川崎重工業㈱播磨工場 花の万博野原の国際展示館Ａ　骨材曲加工
H1 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 前田建設・鉄建建設ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 山陽自動車道　広峰トンネル工事
H2 ＳＴＫ４１Ｅ　パイプ曲げ加工 川崎重工業㈱播磨工場 武庫川学院屋内プ－ル屋根骨曲加工
H2 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 住友建設㈱(ﾄﾋﾟｰ実業) 京都府熊崎トンネル工事
H2 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 清水建設㈱（阪和興業） 貴志川ゴルフ場進入道路トンネル工事
H3 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 飛島建設㈱(ﾄﾋﾟｰ実業) 神戸市道路公社ひよどりトンネル工事
H3 鋼製支保工（Ｈ型鋼）　他 奥村組ＪＶ・大林組ＪＶ・前田建設ＪＶ・大成建設ＪＶ 本四公団舞子トンネル南工事・中北工事・北工事
H3 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 ｱｲｻﾜ工業㈱、株本建設工業㈱ＪＶ(川鉄商事) 国道穴見トンネル工事
H4 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 熊谷、日本国土、大豊ＪＶ (川鉄商事) 大滝ダム
H4 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 大成建設・西松建設JV (川鉄商事) 天王山トンネル東工事
H4 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 奥村組、森、淡路ＪＶ (川鉄商事) 宝塚市川面～西宮市名塩
H5 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 ｱｲｻﾜ、株本JV(川鉄商事) (国)426号(仮称)出石トンネル工事
H5 Ｈ型鋼補強リング他 日鐵建材工業 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ他　ｺﾙｹﾞｰﾄ用ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 継続加工品
H5 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 住友建設工業(川鉄商事) 亀の瀬峠下部(23号)
H6 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 株本建設工業(川鉄商事) 国道178号釜屋第一ﾄﾝﾈﾙ工事
H6 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 飛島、若築ＪＶ (ﾄﾋﾟｰ実業) 山陽自動車道　谷内トンネル工事
H6 鋼製支保工（Ｈ型鋼・導坑） 吉岡建設(ﾄﾋﾟｰ実業) 関西電力奥多々良木発電所
H7 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 三菱建設(三菱商事) 伊丹荒牧ﾄﾝﾈﾙ復旧工事 阪神大震災復旧工事用
H7 ＳＳ400　Ｈ鋼、ＣＴ 川崎重工(株)播磨工場　 六甲ライナー軌道復旧工事 阪神大震災復旧工事用
H7 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 五洋建設(株)(ﾄﾋﾟｰ実業) 大町発電所
H8 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 戸田、地崎工業JV(阪和興業) 山陽自動車道三木工事
H8 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 鉄建､吉田､加賀田ＪＶ(富士鋼材)
 唐櫃第二工区(北)下部工事
H8 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 銭高組、大鉄工業、新井組ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) ＪＲ西宮駅改築工事
H9 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 東亜建設(川鉄商事) 播但連絡道路　和田山トンネル工事
H9 SS400　Ｌ鋼、STK400　パイプ 日立造船重工 ｺｳﾉﾄﾘの郷公園飼育管理事務所建築工事
H9 ＳＳ400　Ｈ鋼、Ｌ鋼 川崎重工播磨工場 阪神高速夢洲～舞洲連絡橋(曲げ･切断･開先)骨材加工
骨材加工

H10 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 佐藤工業㈱(ﾄﾋﾟｰ実業) 三原第６トンネル工事
H10 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 鹿島･大成　(伊藤忠鉄鋼) 阪神高速稲荷山ﾄﾝﾈﾙ工事
H10 Ｈ型鋼補強リング 美保･くるまＪＶ（藪本鐵鋼） 岸本・江府線ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ用補強ﾘﾝｸﾞ
H11 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 淺沼･大同JV(クリヤマ) 恋地トンネル工事
H11 鉄筋曲げ加工 大谷･神埼JV（阪和興業） 神谷ダム工事
H11 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 東洋建設 (伊藤忠テクノメタル) 春日和田山道路石才トンネル工事
H12 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 鹿島･大成･東亜・三井･青木ＪＶ(伊藤忠ﾃｸﾉﾒﾀﾙ) 箕面トンネル工事
H12 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 鴻池･ハザマJV(伊藤忠ﾃｸﾉﾒﾀﾙ) 舞鶴自動車道黒谷トンネル工事
H12 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、バラセントル 山崎建設工業㈱ 多賀防災トンネル工事
H13 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 大本組 愛宕山トンネル工事
H13 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 浅川組(ﾄﾋﾟｰ実業) 近畿自動車道御坊工事
H13 鉄筋曲げ加工 大本組 沼栗住野トンネル工事
H14 鉄筋曲げ加工 西松･清水･奥村ＪＶ 第二名神高速道路栗東ﾄﾝﾈﾙ上り線西(その2)工事
H14 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 清水･株本ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 矢谷トンネル工事
H14 バラセントル 岐阜工業㈱ アウトバラセントル
H14 ＬＮＧタンク骨材加工 川崎重工業㈱播磨工場 七尾ＬＮＧタンク建設工事
H14 屋根骨材ブラケット ナカミツ建工 米原幼稚園新築工事
H15 トラス側面 東芝エレベータプロダクツ㈱ 台湾新幹線
H15 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 三井･住友･鉄建ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 蒲郡トンネル工事
H15 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 東亜・勝村ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 豊川用水千両工区
H16 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 鉄建建設㈱(ﾄﾋﾟｰ実業) 中佐治トンネル工事
H16 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ｱｲｻﾜ工業㈱(ﾄﾋﾟｰ実業) 旭トンネル工事
H16 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱ 福田組(ﾄﾋﾟｰ実業) 岡見トンネル工事
H16 防音扉 テクノプロ㈱ 薬師岳トンネル防音扉
H17 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱中筋組･㈱豊洋建設ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 菅原広瀬ﾊﾞｲﾊﾟｽ改築工事　菅原トンネル工事
H17 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 岐阜工業㈱ プロテクター残置部
H17 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱森組･蜂谷工業㈱ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 鳥取自動車道釜坂第二ﾄﾝﾈﾙ
H18 鋼製支保工（Ｈ型鋼）・センターピラー型枠 大成･間･福田ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 第二京阪道路小路トンネル工事
H18 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱森長組・㈱川嶋建設ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 鳥取自動車道平福トンネル工事
H18 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 吉田・神崎ＪＶ(ﾄﾋﾟｰ実業) 円光寺トンネル工事
H18 トラス側面 東芝エレベータプロダクツ㈱ 台湾地下鉄(MRT)
H19 Ｈ型鋼補強リング他 日鐵住金建材 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ他　 継続加工品
H19 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 大成建設 白屋地区地すべり対策工事
H19 防音壁 テクノプロ㈱ 岩倉トンネル防音壁
H19 鉄筋曲げ加工 新井組 釜坂第一トンネル工事
H20 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 三井住友・不動テトラＪＶ（トピー実業） 東九州自動車道　丸目トンネル工事
H20 Ｌ鋼 阪和興業 阪神内燃機械㈱海岸工場建設工事
H20 鋼製支保工（Ｈ型鋼）・センターピラー型枠 大成・間・福田JV 第二京阪道路小路トンネル（その２）工事
H21 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 佐藤工業㈱（伊藤忠丸紅） 尾道・松江自動車道高野工区　大万木トンネル工事
H21 鉄筋曲げ加工 吉岡建設 松江自動車道川尻トンネル　移動照明鉄筋アンカー
H21 型鋼曲げ加工 川崎重工業㈱ 中部電力　外槽屋根
H22 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 西松建設㈱（トピー実業） 大田防災大田トンネル工事
H22 鉄筋曲げ加工 広納興業㈱ 網干健康増進センター　

納　入　実　績　（抜粋）
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H22 外型枠 テクノプロ㈱ 新木浦トンネル工事
H23 鉄筋曲げ加工 神崎組 国道9号池田橋本線盛土工事
H23 外壁用エキスパンドメタル加工・取付 ナカミツ建工 淡路人形会館新築工事
H23 鋼製外壁曲げ加工 ナカミツ建工 日向院（納骨堂）
H23 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 大成建設㈱ 京都第二外環状道路　北春日トンネル工事
H24 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 飛島・佐藤・ノバック・森崎ＪＶ 金出地ダム堤体建設工事
H24 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 関西電力（㈱環境総合テクノス） 大里発電所　取水口工事
H24 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 安藤ハザマ・飛島・ノバック・株本JV（伊藤忠丸紅） （国）178号浜坂道路　新桃観トンネル（西工区）工事
H24 ETFE遮光幕鉄骨フレーム ナカミツ建工 兵庫県立ものづくり大学校体験施設建設工事
H25 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ヤマモトロックマシン 土橋鉱山
H25 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱川嶋建設 （国）178号浜坂道路　久谷第2トンネル工事
H25 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 新井・伊藤特別共同企業体 蔦沢菅野地区トンネル工事
H25 養生システム テクノプロ㈱ 十五香トンネル
H26 溝型鋼、コラム、ＰＬ ニンバリ㈱ ＪＲ浜松向けコンベア架台
H26 養生システム テクノプロ㈱ 国道303追分トンネル養生システム
H26 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 戸田・岩田地崎・阿比野・広築ＪＶ （国）178号浜坂道路　久谷第1トンネル工事
H26 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 大成･竹中土木・窪田・ソネックＪＶ （国）178号浜坂道路　余部・新桃観（東工区）トンネル工事
H26 鋼製支保工（Ｈ型鋼）、鉄筋曲げ加工 ㈱松本組（サンキョー㈱） （一）広畑青山線　西蒲田トンネル建設工事
H26 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 安藤ハザマ・森・吉田・但南ＪＶ （国）178号浜坂道路　大庭トンネル工事
H26 フェンス受け金物・押縁 大成建設㈱（ナカミツ建工） 龍谷大学瀬田学舎　農学部新棟及びテニスコート等新築工事

H26 防音扉Ｍ５０（３号機） テクノプロ㈱ 女山トンネル
H26 防音扉Ｍ５０（４号機） テクノプロ㈱ 丸子藁科トンネル
H26 外型枠 テクノプロ㈱ 野登トンネル
H26 屋上コルゲート東壁、屋根Ｌ鋼 ㈱ナカミツ建工 株式会社ブルボン新社屋
H26 コルゲート搭乗デッキ ㈱ナカミツ建工 新港第３突堤旅客ターミナル他整備事業
H26 外型枠 テクノプロ㈱ 切畑トンネル
H26 外型枠 テクノプロ㈱ 新宝浜トンネル
H26 外型枠 テクノプロ㈱ 六石山トンネル
H26 外型枠 テクノプロ㈱ 箕面トンネル東
H27 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 前田・東洋・西武ＪＶ 新名神高速道路　切畑トンネル工事
H27 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 前田建設・川嶋建設・淡路工建ＪＶ （主）篠山山南線　川代１号トンネル建設工事
H27 鋼製支保工（Ｈ型鋼） ㈱大本組 新東名高速道路　新駒門東第二高架橋他３橋（下部）工事
H27 鋼製支保工（Ｈ型鋼） 熊谷・香山・伊藤特別共同企業体 （国）178号浜坂道路　対田第３・二日市トンネル工事
H27 防音扉Ｍ３０（特） テクノプロ㈱ 新北陸トンネル
H27 外型枠 テクノプロ㈱ 上荒川・五郎内トンネル


