
杉田産業株式会社

発注元 施工元・工事場所等 工事名称 工事期日

1 三菱重工業(株) 本牧ドック 塗装飛散防止フード製作 平成17年

2 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 クラブバケット整備 平成17年

3 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター 模型船格納装置製作 平成17年

4
(株)アイ・エイチ・アイ　マリンユナイテッ
ド

防衛省護衛艦 N-2、N-6、P-12ピース製作 平成17年

5 三菱重工業(株) 作業船「DCM3号」 タワー・シーブ架台装置・曳船用タイバー改造 平成18年

6 三菱重工業(株) 客船「飛鳥Ⅱ」 ポスト製作 平成18年

7 三菱重工業(株) 観測艦「ふたみ」 シーブカバー製作 平成18年

8 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 グリズリバー製作 平成18年

9 (株)ＩＨＩ 横浜第一工場 リアクター用・リフティングラグ・輸送用治具製作 平成18年

10 (株)小坪マリーナ 小坪マリーナ 船台製作 平成18年

11 三菱重工業(株) 観測船「ちきゅう」 パレット・ドリル管格納パレット製作 平成19年

12
(株)アイ・エイチ・アイ　マリンユナイテッ
ド

横浜工場 フラット歩廊・ウォータージェット保護カバー製作 平成19年

13 三菱重工業(株) 作業船「デコム8号」 サブリーダー用ハンガー製作 平成20年

14 三菱重工業(株) 客船「飛鳥Ⅱ」 海賊侵入防止柵（アルミニウム）製作 平成20年

15 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 コンベヤベルト引込改造 平成20年

16 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター パラフィンフィルター工事 平成20年

17 （財）日本丸記念財団 帆船「日本丸」 バリアーフリー化スロープ製作 平成20年

18 三菱重工業(株) 客船「飛鳥Ⅱ」 船上デッキ階段・プール架台他製作 平成21年

19 三菱重工業(株) 作業船「フロンティアフドウ号」 シアース製作 平成21年

20 三菱重工業(株) 客船「にっぽん丸」
ハンドレール・ホースロッカー・ファンネル化粧材
製作

平成21年

21 横浜機電(株) Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 キャプタイヤケーブル吊上架台装置製作 平成21年

22 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター 模型船運搬用パレット製作 平成21年

23 (株)ＩＨＩ 横浜第一工場 ナックル反転架台・ワイヤー受座製作 平成21年

24 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 模型船格納装置製作 平成21年

25 三菱重工業(株) ＬＮＧ船「ＥＫＡＰＴＲＡ」 シーブ架台改修・ファンネルフランジ製作 平成22年

26 (株)ウェザーニューズ 南極観測船「ＳＨＩＲＡＳＥ」 渡船ラダー製作・取付 平成22年

27 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 水槽昇降階段製作・取付 平成22年

28 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター 模型船吊り籠兼リフター製作 平成22年

29 (独)航海訓練所 訓練船「海王丸」 渡船ラダー用ターンテーブル改修 平成22年

30 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 脱硫塔作業フロア製作 平成22年

造船・プラント工事 実績表
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31 (株)ＩＨＩ 原子力セクタ－ 配管架台製作 平成23年

32 (独)海洋研究開発機構 横須賀本部
コンテナ階段改修工事・高圧実験棟実験作業用
歩廊他製作取付

平成23年

33 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所
タービン水平ボストスタンド・ダイヤフラムスタンド
製作

平成23年

34 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 復水器アルミ作業フロア製作 平成23年

35 三菱重工業(株) 客船「さんふらわあさっぽろ」 排水口閉塞防止装置製作 平成23年

36 (株)ＩＨＩ MU　第18古川丸
ウインチ用架台フレーム、主巻ウインチ架台、櫓
シーブ用張出し金物、スパット製作

平成23年

37 (株)ＩＨＩ MU　FD-6100 外板　防舷材製作 平成23年

38 (株)ＩＨＩ MU　しらせ アルミラダー製作 平成23年

39 (株)ＩＨＩ MU　古川丸損傷 デッキプレート製作 平成23年

40 (株)ＩＨＩ MU　白山 温風機架台、投入ポンプ櫓製作 平成23年

41 (株)ＩＨＩ MU　第１１平成号 割岩棒　架台製作 平成23年

42 (株)ＩＨＩ MU　龍神Ⅱ PL　曲げ加工（大板）製作 平成23年

43 (株)ＩＨＩ 福島第一原子力発電所 配管架台製作 平成23年

44 横浜ベイサイドマリーナ(株) 横浜ベイサイドマリーナ アルミ桟橋点検・補修業務 平成23年

45 (株)ＩＨＩ 福島第一原子力発電所 配管架台製作 平成23年

46 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 中水槽トリミングタンク拡幅工事 平成24年

47 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター 模型船用パレット吊天秤・アルミ仮置架台製作 平成24年

48 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 中水槽トリミングタンク用ＳＵＳリフター製作 平成24年

49 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 400Ｍ大水槽水面掃除機改修 平成24年

50 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 400Ｍ大水槽水中カメラ移動ガイド製作取付工事 平成24年

51 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 中水槽消波ビーチ改修工事 平成24年

52 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター ＰＩＶ架台・シュミレーション用メッシュ製作 平成24年

53 (株)ジェイペック
Ｊ-ＰＯＷＥＲ磯子火力発電所
火災復旧工事

石炭払出機ゲート用ＰＬ製作 平成24年

54 (株)ジェイペック
Ｊ-ＰＯＷＥＲ磯子火力発電所
火災復旧工事

石炭サイロ内　ＳＵＳケーシング・ＳＳ安全カバー・
テール架台用カバー製作

平成24年

55 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 脱硫塔渡歩廊・梯子製作 平成24年

56 横浜機電(株) Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 電線ダクト支持ハンガー製作 平成24年

57 横浜機電(株) Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 耐震補強ＥＰ配管固定金物製作 平成24年

58 (株)ウェザーニューズ 南極観測船「ＳＨＩＲＡＳＥ」 渡船ラダー・船内改造工事 平成24年

59 三菱重工業(株) ＬＮＧ船「ＢＵＢＵＫ」 水密扉・ファン吸入口製作 平成24年

60 三菱重工業(株) 風車 ナセル吊天秤製作 平成24年
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61 東亜建設工業(株) 日清製粉横浜工場 渡船ラダー・ステージ製作取付工事 平成25年

62 山九(株) 大黒埠頭輸送船 積荷ラッシングピース船上現場溶接工事 平成25年

63 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター レーザーアーク溶接用テストピース製作 平成25年

64 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 400Ｍ大水槽水面掃除用足場製作取付 平成25年

65 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター 模型船格納パレット・昇降作業リフター製作 平成25年

66 三菱重工業(株) 風車 主軸ユニット吊具・軸受箱製作 平成25年

67 三菱重工業(株) さんふらわあさっぽろ 手動ダンパー製作 平成25年

68 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 ポンプ場海水吸上開口用蓋・枠製作 平成25年

69 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 2号脱硫塔用マンホール製作 平成25年

70 横浜機電(株) Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 石炭コンベヤ用作業歩廊・ブラケット他 平成25年

71 水ing(株) 長沢浄水場 バリアフリーSUS歩廊・タラップ設計製作 平成25年

72 三菱重工業(株) 洋上風力発電 風車組立用吊金具製作 平成25年

73 三菱重工業(株) 客船「飛鳥Ⅱ」 通風ダクト防護カバー 平成26年

74 三菱重工業(株) 宮城県石巻ケーソンヤード メタルフォーム 平成26年

75 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　高砂火力発電所 石炭コンベヤテークアップ装置製作他 平成26年

76 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所
1号脱硫塔定期点検工事設備品納入
（マンホール製作他）

平成26年

77 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 運炭コンベヤ設備用側板他設計製作 平成26年

78 横浜機電(株) Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 EPファンダクト改造用部材製作 平成26年

79 横浜機電(株)
Ｊ-ＰＯＷＥＲ　千葉美浜シーサイド発
電所

MSP点検架台セット製作他 平成26年

80 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 放射線遮蔽カバー設計製作 平成26年

81 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター
400Ｍ大水槽水温均一化装置設計製作、現場取
付

平成26年

82 （財）日本造船技術センター 三鷹試験センター 伴流シュミレ―ション試験用メッシュ他製作 平成26年

83 山九(株) 大黒ふ頭L4バース作業船上 輸送品ラッシング金物現場溶接工事 平成26年

84 (株)ＩＨＩ 各原子力発電所向け サポ－ト構造物製作 平成26年

85 ジャパンマリンユナイテッド（株） 東洋建設株式会社 フレキシブルステージ 平成26年

86 ジャパンマリンユナイテッド（株） OMC7号 リーダー補修工事 平成26年

87 ジャパンマリンユナイテッド（株） 白山 積込みトラフ製作 平成26年

88 ジャパンマリンユナイテッド（株） 東洋建設株式会社 アルミ製フロート足場架台 平成26年

89 三菱日立パワーシステムズ(株) 洋上風力発電 風車ナセル防護板製作 平成26年

90 住友倉庫(株) 山下埠頭輸送船上 輸送品ラッシング金物現場溶接工事 平成26年

91 三菱日立パワーシステムズ(株) 横浜製作所本牧1号造船ドック 自走足場下部レール製作 平成27年
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92 三菱日立パワーシステムズ(株) 艦艇 ヘリポートガイドレール他製作 平成27年

93 山九(株) 山下埠頭輸送船内 ストッパー材・ラッシング金物溶接工事 平成27年

94 横浜ベイサイドマリーナ(株) 横浜ベイサイドマリーナ アルミ桟橋点検業務他 平成27年

95 早稲田大学 理工学術院創造理工学部 橋梁橋桁試験体他製作 平成27年

96 東京都市大学 世田谷キャンパス 橋梁溶接応力測定試験体製作・改造他 平成27年

97 (独)海上技術安全研究所 三鷹試験センター 放射線測定用ソナーケース製作他 平成27年

98 (株)ジェイペック Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所
2号脱硫塔定期点検工事設備品納入
（垂直ガイドレール製作他）

平成27年

99 横浜機電(株) Ｊ-ＰＯＷＥＲ　磯子火力発電所 2号ＥＰ設備点検用マンホール他製作 平成27年

100 三菱重工業(株) 艦艇「やまゆき」 ボートダビット製作 平成27年

101 三菱重工業(株) 巡視船「ざおう」 ヘリポートガイドレール製作 平成27年

102 三菱重工業(株) 浚渫船「清龍丸」 ダビット製作 平成27年

103 (株)ＩＨＩ 原子力発電所向け パイプサポ－ト・スリ－ブ管製作 平成27年

104 （株）ジェイアンドエス 長浦港 2.3ｍバイブロ架台製作 平成27年

105 （株）ジェイアンドエス 峰岸浚渫 スパットラッシングピース製作 平成27年

106 （株）ジェイアンドエス お台場 台船起動式ハウス補修 平成27年

107 （株）ジェイアンドエス 鶴見 台船内管理室改造工事 平成27年

108 （株）ジェイアンドエス 田浦港 クレーン用踊場補修(計測製作含む) 平成27年

109 （株）ジェイアンドエス 横須賀 大新土木臨修工事 平成27年

110 ジャパンマリンユナイテッド（株） はたかぜ 階段ステップ、ルーバー製作 平成27年

111 ジャパンマリンユナイテッド（株） はたかぜ ホイップアンテナ、水密扉及びヒンジ製作 平成27年

112 ジャパンマリンユナイテッド（株） はたかぜ アスロック前通路ダクト製作 平成27年

113 ジャパンマリンユナイテッド（株） はたかぜ 1空調後載せダクト、2～3空調ダクト製作 平成27年

114 ジャパンマリンユナイテッド（株） はたかせ 甲板シールおさえ板製作 平成27年

115 ジャパンマリンユナイテッド（株） はたかぜ 用具格納箱扉新替 平成27年

116 ジャパンマリンユナイテッド（株） きりしま グレーチング及び鋼管サポート架台製作 平成27年

117 ジャパンマリンユナイテッド（株） きりしま
スラパイ軸カバー、海水吸入口格子、内火艇ク
レードル製作

平成27年

118 ジャパンマリンユナイテッド（株） FD-10 クレーン用ジブレスト製作 平成27年

119 ジャパンマリンユナイテッド（株） FD-10 フレーム補修用金物製作 平成27年

120 ジャパンマリンユナイテッド（株） あすか CIC取付架台、据付架台製作 平成27年

121 ジャパンマリンユナイテッド（株） あすか アレイ用塞ぎ板製作 平成27年
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122 ジャパンマリンユナイテッド（株） いかずち モハン製作 平成27年

123 ジャパンマリンユナイテッド（株） デコム７号 処理機用カバー及びガイド製作 平成27年

124 ジャパンマリンユナイテッド（株） デコム７号 既倒式踊場、外板曲げ板製作 平成27年

125 ジャパンマリンユナイテッド（株） デコム７号 機密テスト用フランジ製作 平成27年

126 ジャパンマリンユナイテッド（株） デコム７号 オイルフェンス製作 平成27年

127 ジャパンマリンユナイテッド（株） わかさ アングルモーター架台、ラックスペース製作 平成27年

128 ジャパンマリンユナイテッド（株） わかさ ８空調ダクト通風管製作 平成27年

129 ジャパンマリンユナイテッド（株） 修理Ｇ社内設備 簡易用トイレ移動架台製作 平成27年

130 ジャパンマリンユナイテッド（株） 設備 アングルサポート架台製作 平成27年

131 ジャパンマリンユナイテッド（株） 設備 ボーリング装置格納架台製作 平成27年

132 ジャパンマリンユナイテッド（株） 設備 Aタイプ型支柱製作 平成27年


