
別紙

（一社）日本中小型造船工業会

No. 実施事業所 内容
1  7月 5日(火) 11:30～ 広島県 尾道市 尾道造船(株) 進水式
2 〃 9:30～ 徳島県 小松島市 井村造船(株) 工場見学
3 〃 調整中 香川県 坂出市 川崎重工業(株)　坂出工場 工場見学
4  7月 6日(水) 10:00～ 広島県 東広島市 (株)新来島広島どっく 進水式
5  7月 7日(木) 11:20～ 広島県 呉市 (株)神田造船所 進水式
6  7月 8日(金) 9:00頃 徳島県 鳴門市 神例造船(株) 工場見学
7  7月11日(月) 15:00～ 香川県 丸亀市 興亜産業(株) 進水式
8  7月12日(火) 9:00～ 熊本県 玉名郡長洲町 ジャパンマリンユナイテッド(株)　有明事業所 工場見学
9 〃 11:50～ 大分県 佐伯市 (株)三浦造船 進水式
10 〃 9:30～ 広島県 尾道市 内海造船(株)　瀬戸田工場 工場見学
11  7月15日(金) 10:00頃 大分県 佐伯市 本田重工業(株) 工場見学
12  7月17日(日) 午後 宮城県 塩竃市 東北ドック鉄工(株) 工場見学祭
13  7月18日(月) 終日 神奈川県 横浜市 ジャパンマリンユナイテッド(株)　横浜事業所 工場見学祭
14 〃 調整中 愛知県 豊橋市 (株)新来島豊橋造船 工場見学
15  7月21日(木) 10:20 愛媛県 今治市 檜垣造船(株) 進水式
16 〃 9:15～ 広島県 呉市 警固屋船渠(株) 進水式
17 〃 調整中 東京都 江東区 墨田川造船(株) 進水式・工場見学祭
18 〃 調整中 愛媛県 今治市 (株)新来島どっく　大西工場 工場見学
19 〃 調整中 岡山県 倉敷市 サノヤス造船(株) 工場見学
20  7月22日(金) 10:30 愛媛県 今治市 しまなみ造船(株) 進水式
21 〃 調整中 愛媛県 今治市 (株)新来島どっく　大西工場 工場見学
22 〃 調整中 三重県 鳥羽市 ジャパンマリンユナイテッド(株)　津事業所 工場見学・体験乗船
23  7月23日(土) 9:30～ 大分県 臼杵市 (株)臼杵造船所 進水式
24  7月25日(月) 午後 広島県 福山市 常石造船(株) 工場見学
25 〃 調整中 神奈川県 横須賀市 住友重機械マリンエンジニアリング(株) 工場見学
26 〃 9:00～ 兵庫県 相生市 (株)JMUアムテック 工場見学
27  7月26日(火) 9:00～ 沖縄県 糸満市 新糸満造船(株) 工場見学・講演会
28 〃 9:00～ 広島県 尾道市 向島ドック(株)、(株)大晃産業 工場見学
29  7月27日(水) 10:20～ 大分県 佐伯市 佐伯重工業(株) 進水式
30 〃 13:30～ 愛媛県 今治市 渦潮電機(株) 工場見学
31  7月28日(木) 10:00～ 広島県 福山市 常石造船(株) 工場見学
32 〃 10:00～ 青森県 八戸市 北日本造船(株) 工場見学
33 〃 調整中 香川県 高松市 四国ドック(株)、(株)マキタ 工場見学
34 〃 8:30～ 熊本県 玉名郡長洲町 ジャパンマリンユナイテッド(株)　有明事業所 工場見学
35  7月29日(金) 調整中 北海道 函館市 函館どつく(株) 進水式/工場見学
36 〃 10:30～ 熊本県 八代市 熊本ドック(株) 命名式
37 〃 10:00～ 愛媛県 今治市 山中造船(株) 工場見学
38  7月30日(土) 調整中 三重県 津市 ジャパンマリンユナイテッド(株)　津事業所 工業体験
39 〃 調整中 愛知県 豊橋市 (株)新来島豊橋造船 工場見学
40  8月1日(月) 10:00～ 神奈川県 横浜市 京浜ドック(株) 工場見学
41  8月3日(水) 10:00～ 新潟県 新潟市 新潟造船(株) 工場見学
42 〃 調整中 長崎県 長崎市 福岡造船(株)　長崎工場 進水式
43 〃 調整中 香川県 高松市 四国ドック(株) 工場見学
44  8月4日(木) 調整中 高知県 高知市 新高知重工(株) 進水式
45 〃 10:30～ 熊本県 八代市 熊本ドック(株) 工場見学
46 8月11日(木) 終日 広島県 尾道市 石田造船(株) 工場見学祭
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(47) 宮城県 石巻市 (株)ヤマニシ 工場見学祭
(48) 長崎県 佐世保市 佐世保重工業(株) 引渡・工場見学祭

(49) 岡山県
香川県

倉敷市
丸亀市

JXエネルギー(株)　水島製油所
今治造船(株)　丸亀

タンカーバース※見学
工場見学

(50) 愛媛県 西条市 今治造船(株)　西条工場 工場見学
(51) 広島県 広島市 今治造船(株)　広島工場 工場見学
(52) 京都府 舞鶴市 ジャパンマリンユナイテッド(株)　舞鶴事業所 工場見学
(53) 長崎県 西海市 (株)大島造船所 工場見学

※タンカーを係留し、貨物の積み揚げ荷役を行う施設。

調整中又は調整予定

※最新の開催内容については、以下のURL上で随時更新する予定です。
http://www.cajs.or.jp/01detail.html?id=573
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