
（一部抜粋）

年 月 客先（敬称略） 工事件名

H26.1 小池酸素工業株式会社 三菱重工株式会社 長崎造船所立神 従順側車輪交換工事

H26.1 ヤンマー船用システム株式会社 機関整備

H26.1 株式会社旭動力工業所 ジャパンマリンユナイテッド株式会社殿向け CR-5 J/C 旋回装置軸受取替工事 

H26.1 株式会社旭動力工業所 JMU OHC CR-54 走行車輪取替工事

H26.1 株式会社旭動力工業所 JMU CR-05 ベアリングケース補修工事

H26.1 株式会社旭動力工業所 株式会社伊万里鉄鋼センター SO-08 走行駆動デッキ振動防止対策工事

H26.1 株式会社旭動力工業所 株式会社伊万里鉄鋼センター SO-01 横行ケーブルベア レール補修及び補強工事

H26.1 株式会社旭動力工業所 大島造船所 OHC 横行レール取替工事

H26.1 株式会社ハマナ 株式会社OCC 撚線機点検工事

H26.1 株式会社伊万里鉄鋼センター 出庫棟 レールラック(3箇所)補修工事

H26.1 株式会社相浦機械 ひまわり2 アウトリガービーム旋回用シリンダーオーバーホール

H26.1 株式会社相浦機械 ひまわり2 ジャッキアップシリンダーオーバーホール

H26.1 株式会社相浦機械 ひまわり2 シリンダーロッド製作

H26.2 長崎マリンディーゼル株式会社 ヤンマーエンジニアリング株式会社 パールクィーン中間検査工事（前畑造船）

H26.2 ハウステンボス熱供給株式会社 B-2 炉筒煙管ボイラファンモーター取替工事

H26.2 ヤンマー船用システム株式会社 6EYエンジン換装工事に伴う据付工事一式

H26.2 株式会社旭動力工業所 三菱長崎機工株式会社 OHCワイヤー取替工事

H26.2 株式会社アステック 大瀬戸町奥浦橋、呼子港桟橋改修、大島自転車道仮設工事、早岐川、平戸大橋

H26.2 株式会社ベルク 北斗工業 8452鉄筋篭吊込みやぐら用油圧ユニット改造工事

H26.2 株式会社相浦機械 プレナー立フライスユニットオーバーホール工事

H26.2 佐世保地方総監部 くらま中間修理(機関の部)諸管装置

H26.3 長崎マリンディーゼル株式会社 三菱重工業株式会社 横浜製作所 おがさわら丸 補機整備工事

H26.3 日比谷総合設備株式会社 航空自衛隊築城基地宿舎改修工事

H26.3 ヤンマー船用システム株式会社 小佐々 No.ZFE2331

H26.3 ヤンマー船用システム株式会社 森山造船所 No. KFE1AD2 主機エンジン換装工事

H26.3 ヤンマー船用システム株式会社 柏木造船所 No. KFD780301

H26.3 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 組立課 150t OHC横行減速機ギア及び軸(4組)MT検査

H26.3 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 ボイラー組立課 OHC横行ブレーキ更新工事

H26.3 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 組立課 150t/30t OHC横行減速機修理工事

H26.3 株式会社旭動力工業所 株式会社九州スチールセンター 土井の首工場 OHC走行車輪ベアリング組換え工事

H26.3 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 船殻課　504号 OHCワイヤー取替

H26.3 株式会社アステック 平戸橋梁工事、早岐・伊万里足場架設

H26.3 株式会社伊万里鉄鋼センター クレーン走行用レール クラック補修工事

H26.3 株式会社相浦機械 スピナー1ガントリークレーン走行車輪軸ベアリング取替工事

H26.3 株式会社相浦機械 LLCロードセル取替工事

H26.3 株式会社相浦機械 山口県宇部市出張　エネルギアケンタウルス

H26.4 玄海テック株式会社 No.8クレーン走行駆動カップリング及び軸取替工事

H26.4 サンシン工業株式会社 九州電力株式会社 玄海原子力発電所 電線ダクト取付工事

H26.4 長崎マリンディーゼル株式会社 島原ドック フェリーとかしき 主機開放・整備工事

H26.4 長崎マリンディーゼル株式会社 山川造船 フェリーなじみ 主機検査工事

H26.4 日比谷総合設備株式会社 Repair Bldg. 129 HNAC System Modified

H26.4 ヤンマー船用システム株式会社 柏木造船所 No. KFE307301

H26.4 有限会社三駒鉄工所 ゲッチンゲン型風洞装置組立工事

H26.4 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 組立課　F棟 30/10t MGブレーキ更新工事

H26.4 株式会社旭動力工業所 ボ工ー804号補巻ブレーキ更新

H26.4 株式会社旭動力工業所 前畑造船株式会社 モーメントリミッター更新工事

H26.4 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 613号 150t/30ｔ OHC横行減速機修理

H26.4 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 船殻課　1D 1155号 150ｔ J/C 起伏モーター取替

H26.4 株式会社旭動力工業所 九州製鋼株式会社 15t/5t テルハクラブ主・補巻ワイヤードラム取替工事

H26.4 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 組立課 C棟70/20t補巻ブレーキ更新

H26.4 株式会社旭動力工業所 三菱重工業株式会社 長崎造船所 香焼工場 85ｔ J/C 解体工事
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H26.4 株式会社シンコー ステンレスゲージ(機械加工)6個

H26.4 株式会社ハマナ 株式会社OCC 10号機フライヤー解体工事

H26.4 株式会社ベルク 8461 蓄熱材受フレーム部品製作

H26.4 株式会社伊万里鉄鋼センター クレーン走行レール レール押え不良個所補修工事

H26.4 株式会社相浦機械 佐世保市大型荷役機械バックリンクピン取り外し、点検

H26.4 協和機工株式会社 バルブ耐圧試験

H26.4 佐世保地方総監部 ちょうかい中間修理(船体の部)

H26.4 佐世保地方総監部 ちょうかい中間修理(機関の部)諸管装置

H26.4 佐世保地方総監部 あまぎり中間修理(機関の部)諸管装置他

H26.4 名村マリン株式会社 R1350-1福井石油備蓄㈱向 一点係留ブイスイベル定期点検工事

H26.5 ハウステンボス熱供給株式会社 炉筒煙管ボイラ/ファンモーター整備 (SF-JR / 37kw, 2P, 440V)

H26.5 ハウステンボス熱供給株式会社 屋上換気ファンモーターベアリング取替え工事

H26.5 ヤンマー船用システム株式会社 森山造船所 No. KFE4135

H26.5 ヤンマー船用システム株式会社 柏木造船所 No. KHE178501

H26.5 ヤンマー船用システム株式会社 柏木造船所 No. KHE413101

H26.5 株式会社旭動力工業所 CR-225号 補巻用ブレーキドラム加工工事

H26.5 株式会社ハマナ 株式会社ハマナ工場内組立工事

H26.6 原田工業株式会社 四国電力株式会社 橘湾発電所 タービン定修工事

H26.6 ヤンマー船用システム株式会社 柏木造船所 エンジン換装工事

H26.6 株式会社旭動力工業所 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 CR-7 J/C 旋回装置軸受取替工事

H26.6 株式会社ハマナ 株式会社OCC 10号機組み換え作業

H26.6 株式会社相浦機械 プレス機シリンダーシール取替

H26.6 佐世保地方総監部 おうみ中間修理

H26.7 株式会社ハマナ 株式会社OCC 11号機フライヤー入替取外し工事（北九州）

H26.7 株式会社ハマナ 株式会社OCC 11号機フライヤー入替工事（長崎）

H26.7 株式会社相浦機械 佐世保市大型荷役機械引込装置補修工事

H26.7 株式会社相浦機械 ジャッキアップシリンダー分解・整備工事

H26.7 株式会社相浦機械 500tプレス シリンダーパッキン交換工事

H26.7 株式会社相浦機械 500tプレス タンク、ストレーナー清掃工事

H26.8 愛知産業株式会社 レーザーハイブリッド溶接装置移設工事（追加工事）

H26.8 伊藤鉄工造船株式会社 北側30t天井クレーン修理

H26.8 ハウステンボス熱供給株式会社 ファンベアリング取替工事

H26.8 株式会社旭動力工業所 株式会社九州スチールセンター 香焼工場 OHC走行車輪Brg取替

H26.8 株式会社ハマナ 本社組立応援

H26.8 株式会社ハマナ 長崎組立作業

H26.8 株式会社ハマナ 北九州組込作業

H26.8 株式会社相浦機械 RH20 ラジアルボール盤　主軸送り修理

H26.9 ハウステンボス熱供給株式会社 熱交換器用冷水ポンプ、モーター取替え工事

H26.9 ヤンマー船用システム株式会社 森山造船所 ZFE7BB2

H26.9 ヤンマー船用システム株式会社 柏木造船所 KFE504701

H26.9 株式会社旭動力工業所 株式会社大島造船所 51棟トロリ線短縮

H26.9 株式会社旭動力工業所 株式会社名村造船所 ハンマーヘッドフートステップBrg取替工事

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター No.9 クレーン 走行サドル廻り改造工事

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター 安全標識取付及び昇降防止取付

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター 手すり補修工事

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター 出棟庫クレーン 走行レール押え不良個所修理

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター ショットブラスト機廻り清掃

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター バケットコンベア バケット入替工事

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター No.5 クレーン 巻上減速機油面計取替

H26.9 株式会社伊万里鉄鋼センター 投射室点検口踊場　点検用開口部取付

H26.10 玄海テック株式会社 ㈱ザイエンス大阪製造所 No.5釜扉修理
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H26.10 玄海テック株式会社 株式会社名村造船所 建造ドックNo.1主排水ポンプ分解整備工事

H26.10 玄海テック株式会社 株式会社名村造船所 建造ドックNo.1主排水ポンプシャフト治具製作

H26.10 吉本工業 中間ゲート補修工事助勢

H26.10 株式会社旭動力工業所 株式会社九州スチールセンター 香焼工場 K-22OHC走行車輪Brg取替

H26.10 株式会社旭動力工業所 ISC SO-06ガーター補強工事

H26.10 株式会社ハマナ 現地出張手直し工事

H26.10 株式会社伊万里鉄鋼センター No.9 クレーン 目視確認用ミラー取付

H26.10 株式会社伊万里鉄鋼センター 塗料調合室廻り　警戒線表示

H26.10 株式会社相浦機械 RH20 ラジアルボール盤 クラッチ切押スイッチ

H26.10 協和機工株式会社 製缶品溶接

H26.11 株式会社旭動力工業所 KSC香焼工場3-1号OHC巻きワイヤー巻き込み修理

H26.11 株式会社伊万里鉄鋼センター 水切り場手摺り新設工事

H26.11 株式会社伊万里鉄鋼センター No.10 クレーン 走行サドル廻り改造工事

H26.12 玄海テック株式会社 中国木材株式会社 フィンガージョイントテーブル軸受部ボルト穴補修

H26.12 三波工業株式会社 第三工場作業場ホイスト走行装置改修工事

H26.12 三波工業株式会社 平成26年度クレーン年次点検工事

H26.12 三波工業株式会社 第一工場2.8t OHCカーテンケーブル取替

H26.12 原田工業株式会社 新日鐵住金株式会社大分製鉄所 定検工事

H26.12 株式会社伊万里鉄鋼センター 塗料調合室看板取付工事

H26.12 株式会社伊万里鉄鋼センター No.2, 3 クレーン用ランウェイ区画表示取付(鋼板置場増設部)

H26.12 株式会社伊万里鉄鋼センター No.2, 3 クレーン目視確認用ミラー取付
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