
断面寸法 型式 数量
泉王津旧港工区
鋼桁及び鋼製橋脚工事

WB１ 14
WB２ 1

北陸自動車道　１木本IC～今庄IC間 φ１００ W 15
橋梁排水装置改良工事 φ１５０ A 46

φ２００ 4
φ２５０ 4
φ３００ 4

φ２００×φ１８０ RD－J 20
φ２００ A 17
φ２００ B1 2

平成１０年～１１年度 φ２００×φ１５０ JE－NW 2
福田南地区上部工事第一工事 φ２００ MST－１ 5
第二名神高速道路 日本道路公団　名古屋建設局 オリエンタル・日本高圧・ φ２００ JE－２ 6
木曽川（PC・鋼複合上部工）東工事 四日市工事事務所 川田工業　JV φ５５０ LF－２ 4
県道高速名古屋小牧線 φ２５０ 7
小牧IC（その６）工区上部工事 φ３００ 2
日本海沿岸東北自動車道 φ２００×φ１５０ JAR－WB１ 2
新井郷（鋼上部工）工事 φ２００－□２５０×１５０ WR 7
第５０６工区（尾倉）高架橋
上下部工（鋼橋）架設工事
京葉道路篠崎A・Bランプ橋 日本道路公団　東京第二管理局
（鋼上部工）補修工事 千葉管理事務所
綾部ジャンクション橋
（鋼上部工）工事
日本海沿岸東北自動車道 日本道路公団　東北支社 ㈱ピーエス・機動建設工業㈱ R－１ 11
君ケ野川橋（PC上部工）工事 秋田工事事務所 共同企業体 JA－４ 7

□２５０×１５０ ＷＲ 17
φ１５０ R－２ 9

日本道路公団　中部支社 大成建設株式会社 φ１５０－□２００×１００ ＷＲ 16
四日市工事事務所 川田建設株式会社　共同企業体 φ２００－□２５０×１５０ Ｒ－４ 7

φ２００－□２５０×１５０ ＷＲ 2
φ２５０ R－２ 1

愛知県道路公社
衣浦豊田道路建設事務所

四国横断自動車道 日本道路公団　四国支社 φ１５０－□２００×１００ 7
北只高架橋(鋼上部工)工事 大洲工事事務所 φ２００－□２００×１００ 4

国土交通省　中国地方整備局
松江国道工事事務所
国土交通省　近畿地方整備局
和歌山工事事務所

平成１４年１０月 第２名神高速道路　埋繩高架橋（ＰＣ上部工）工事

ＷＲ

Ｂ１

38

JAR－１ 4

JE－４

10

6

JA－１

10

2

φ２００

φ２００

φ２００

13

JE－１

JA－１

JD－２

R－１

φ２００×φ１５０

φ２００

R－１

φ２００

駒井エンジニアリング㈱

㈱酒井鉄工所

㈱ピーエス・安部工業所㈱　JV

片山ストラテック㈱

株式会社　富士ピーエス φ２００

日本道路公団　舞鶴工事事務所

来島大橋補鋼桁（その１）工事

小郡道路下市地区PC上部工事

豊田知立高架橋工事

名古屋高速道路公社

日本道路公団

福岡北九州高速道路公社

本州四国連絡橋公団

建設省　山口工事事務所

建設省　東北地方建設局

OM51,OM52工区上部橋脚工事

横河・川田・宇部　JV

鉄建建設㈱

川田工業㈱

三井・横河　JV

日本橋梁㈱

横河・高田ＪＶ首都高速道路公団支承、連結装置耐震性向上工事2-3

首都高速道路公団

川田・サクラダJV

13

首都高速道路公団

大阪市建設局

阪神高速道路公団 日立造船㈱ φ２００ JE－１

日本道路公団 ㈱安田建設

１２工区吊り橋架設工事

中島大橋（仮称）架設工事 JE－６ 1

三菱重工業㈱

駒井鉄工㈱

φ１５０

φ２５０平成５年１２月

平成４年２月

平成３年１２月

平成１２年５月

平成１１年１０月

平成１１年５月

平成９年１２月

平成１１年５月

平成１１年５月

平成１２年１１月

平成１２年１１月

平成１２年１０月

納入製品

平成７年１２月

平成１５年４月

平成１４年６月

平成１４年５月

納入年月 工事名

平成１５年９月

平成１５年１１月 松江道路東津田高架橋ＰＣ上部工事

平成１３年１月

発注者 請負者

丸誠重工業（株） φ２００－□２５０×１５０ WR

平成１５年１２月 φ２００ 6橋本道路神野々高架橋上部工事 昭和コンクリート工業株式会社

MEC-J 納入実績MEC-J 納入実績MEC-J 納入実績MEC-J 納入実績



断面寸法 型式 数量

納入製品
納入年月 工事名 発注者 請負者

東名阪自動車道 日本道路公団
桑名東～桑名間舗装改良工事 桑名管理事務所

国土交通省　関東地方整備局
大宮国道事務所

米子自動車道 日本道路公団　中国支社 オリエンタル建設株式会社・ φ２００ ＪＡ－３ 1
旭川橋（ＰＣ上部工）工事茅森高架橋 津山工事事務所 中央ピーエス株式会社　JV φ２００×φ１５０ ＪＡＲ－２ 5
第二東名高速道路
富士高架橋（鋼上部工）東下り線工事
米子自動車道 日本道路公団　中国支社 オリエンタル建設株式会社・
旭川橋（PC上部工）工事 津山工事事務所 中央ピーエス株式会社　JV
米子自動車道　 日本道路公団　中国支社 オリエンタル建設㈱・
旭川橋（ＰＣ上部工）工事茅森高架橋 津山工事事務所 中央ピーエス㈱ＪＶ
中国自動車道 日本道路公団　中国支社
蓼野第４橋耐震補強工事 小郡管理事務所
北関東自動車道 日本道路公団　東京建設局
鬼怒川橋（PC上部工）工事 宇都宮工事事務所
小倉ジャンクションAランプ橋 日本道路公団　九州支社
（鋼上部工）工事 福岡工事事務所
第二東名高速道路 日本道路公団　静岡建設局 鹿島建設㈱・㈱安部工業所・
内牧高架橋（PC上部工）（その２）工事 静岡工事事務所 ドーピー建設工業㈱　共同企業体

φ２５０ 35
近畿自動車道（紀勢線） 日本道路公団　中部支社 ㈱横河ブリッジ 4
宮川橋（鋼上部工）工事 松阪工事事務所 JA－２ 1

JA－３ 1
北関東自動車道　 日本道路公団　東京建設局　 φ２００ R－１ 1
鬼怒川橋（PC上部工）工事 宇都宮工事事務所 φ４００ LF－２ 9
第二京阪道路 日本道路公団　大阪建設局 ㈱安部工業所・丸孝建設㈱
杉高架橋（PC上部工）工事 枚方工事事務所 特定建設工事共同企業体

川田工業㈱・日本車輌製造㈱・ MSV－３ 1
第二東名高速道路 日本道路公団　静岡建設局 高田機工㈱　第二東名高速道路 MSV－４ 1
安倍川橋（鋼上部工）（その２）工事 静岡事務所 安倍川橋(鋼上部工)(その2)工事 φ２００－□２５０×１５０ WR 2

共同企業体 φ３００ MSV－３ 2
中国自動車道 日本道路公団　中国支社 φ２００ R－２ 2
蓼野第４橋耐震補強工事 小郡管理事務所 φ２００×φ１５０ NWR 2
第二東名高速道路 日本道路公団　静岡建設局 （株）大林組・ φ３５０ 1
猿田川橋（PC・鋼複合上部工） 静岡工事事務所 昭和コンクリート工業（株）・ φ４００ 1
下り線（その２）工事 （株）ハルテック　共同企業体 φ４５０ 1

φ５００ 2
日本道路公団　中国支社
千代田管理事務所
九州地方整備局
嘉瀬川ダム工事事務所

北関東自動車道　 日本道路公団　東京建設局　 φ３００ R－１ 1
鬼怒川橋（PC上部工）工事 宇都宮工事事務所 φ３５０ LF－２ 2
東北本線東仙台信号場構内 東日本旅客鉄道株式会社　 φ１５０ 1
黒門こ線橋桁製作･運搬(車道部） 東北工事事務所 φ２００ 1
第二東名高速道路 中日本高速道路株式会社　 高田機工・古河産機システムズ φ２００ JA－１ 3
逢坂第一高架橋（鋼上部工）下り線工事 横浜支社　清水工事事務所 特定建設工事共同企業体 φ２００－□２５０×１５０ WR 8

JE－２川重・東骨･川田共同企業体

平成１７年11月

平成１７年9月 三井住友・川田・日本ピーエス JV

平成１７年10月

10鳥崎川橋　排水管製作輸送工事 日本道路公団　北海道支社 大成建設㈱

平成１７年６月 LR－２

平成１７年５月

2

平成１７年６月
φ２００

φ１５０ R－４

平成１７年５月
φ３００

JA－１

平成１７年６月 三井住友・川田・日本ピーエスJV

6

8

平成１７年７月 φ１５０中国自動車道　布原橋耐震補強工事 肥海建設株式会社

平成１７年７月 φ１５０ JA－１付替国道７号橋床版製作架設工事

平成１７年６月

平成１７年６月 シマダ株式会社

R－２

日本鉄塔工業㈱

RX

φ１５０

φ５００

日本鉄塔工業㈱

R－４

φ１５０ JA－２

φ２００

□２１０×１１０ 21

LF－２ 2

6R－３

5

JA－１ 1

ＷＲ

φ１５０

φ２００×φ１５０

村本道路㈱

平成１７年５月

平成１７年５月

平成１７年５月

平成１７年５月

平成１７年４月

平成１６年６月

平成１７年４月 φ２００－□２００×１００ ＷＲ

平成１７年１月 中日本高速道路株式会社

平成１６年１２月

平成１６年７月 共栄鶴ヶ丘跨道橋外１橋上部工事 株式会社　エムテック 4

三井住友・川田・日本ピーエスJV

□２００×１００

RX 3日本車輌製造株式会社 □２５０×１５０

8

JAR－２

1

シマダ株式会社



断面寸法 型式 数量

納入製品
納入年月 工事名 発注者 請負者

近畿自動車道（紀勢線） 日本道路公団　中部支社　
菅谷川（PC上部工）工事　菅谷川橋 松坂工事事務所

B１ 5
JA－１ 1

B１ 1
B２ 2

JA－１ 4
平成１８年1月 京都南道路　上津屋高架橋上部工事 近畿地方整備局　京都国道事務所 株式会社　富士ピーエス φ１５０ R－４ 10

平成16年度　
302号有松西高架橋鋼上部工事
山陰自動車道　 西日本道路株式会社　
湯乃川橋（ＰＣ上部工）工事 中国支社　松江工事事務所
猪苗代地区橋梁補修工事 国土交通省　東北地方整備局
（金の卵・銀の卵） 郡山国道事務所
東伯中山道路　
東伯第１高架橋上部工事
北関東自動車道 東日本高速道路株式会社　 極東工業㈱・興和コンクリート㈱ □２００×１００ 4
福原高架橋（ＰＣ上部工）工事 東京支社　水戸工事事務所 特定建設工事共同企業体 φ２００－□２００×１００ 3
上信越自動車道 日本道路公団　
日向橋（ＰＣ上部工)工事 北陸支社　信越工事事務所
尾道自動車道　 西日本高速道路株式会社　
宇津戸川橋（ＰＣ上部工)工事 中国支社　尾道工事事務所

φ１５０ 1
φ２００ 1

高知自動車道（四車線化） 西日本高速道路株式会社　
辺地床第二高架橋（PC上部工）工事 四国支社　高知工事事務所
第二名神高速道路　 西日本高速道路株式会社　 オリエンタル建設株式会社・
池田高架橋（ＰＣ上部工）下り線工事 関西支社　大津工事事務所 鉄建建設株式会社共同企業体
北海道横断自動車道　 東日本高速道路㈱　
中トマム第一橋（鋼上部工）工事 北海道支社　帯広工事事務所
宇部都市計画道路1・4・2宇部湾岸線厚南高架橋（仮称）
橋梁整備上部工11工区
平成18年度県債国交連公支２-Ａ０１号 北日本機械㈱・
曽波神大橋上部工(Ｐ９～Ａ２）工事 西田鉄工㈱特定建設工事共同企業体

平成１９年９月 一般国道44号　釧路町　第2こ道橋上部工事 釧路開発建設部 日本高圧コンクリート株式会社 φ１２５ JE－４ 1
平成１９年１０月 平成18年度一般国道353号地域連携（国道改築）工事 十日町地域振興局地域整備部 川田建設株式会社 φ２００ MST－２ 6

西日本高速道路㈱
九州支社　大分工事事務所
中日本高速道路㈱
横浜支社　静岡工事事務所

φ１５０ ＪＡ－１ 2
φ１５０ ＪＡ－２ 2

□２１０×１１０ ＲＸ 10
φ１５０－□２１０×１１０ （ＫＣ）ＷＲ 10

平成２０年２月 呉線吉名･安芸津線間上条浜田ＢＯ新設 西日本旅客鉄道㈱ 広成建設㈱ φ２００×φ１８０ ＲＤ－Ｊ 5
平成２０年２月 米子自動車道　中原高架橋（PC上部工）工事 西日本高速道路㈱　津山工事事務所 極東工業㈱ φ１５０ ＪＡ－１ 6
平成２０年３月 第二東名高速道路　富士高架橋（鋼上部工）西工事 中日本高速道路㈱　富士工事事務所 横河・IHI・東骨　ＪＶ φ２００－□２５０×１５０ ＷＲ 7
平成２０年３月 倉敷立体小溝高架橋ＰＣ上部工事 国土交通省　岡山国道事務所 ピーシー橋梁㈱ φ２００×φ１８０ ＲＤ－Ｊ 19

ＪＡ－１ 39
ＪＤ－２ 6

平成１９年１１月 φ２００－□２５０×１５０第二東名高速道路　安倍川橋（鋼上部工）（その３）工事 川田・日車・高田　JV

東九州自動車道　豊後津久見橋(PC上部工）工事平成１９年１０月 オリエンタル・安部日鋼工業 JV φ３００

WR 9

JA－２ 4

11

φ１５０ R－２ 8

1平成１９年６月 豊平製鋼㈱ φ２００ MSV－１

平成１８年６月 JE－１菅波地区橋梁上部工工事 東北地方整備局　磐城国道事務所 平工橋梁株式会社

平成１８年６月 株式会社　日本ピーエス

φ２００－□２００×１００

平成１７年1２月 φ２００大末建設株式会社阪神高速道路株式会社竹田第四工区床版工事

WR

3

平成１７年1２月 φ２００国道３６７号補助舗装道補修工事 滋賀県大津土木事務所 住友重機械工業株式会社

平成１７年11月 丸考建設 □２１０×１１０ RX

7

平成１８年２月 株式会社　鴻池組 φ１５０　 JA－２A 5

平成１８年２月 国土交通省　中部地方整備局

平成１８年４月 WR

平成１８年５月

駒井・日橋特定建設工事共同企業体

平成１８年３月 東開工業株式会社 φ１５０－□２００×１００

川田建設㈱ φ２００－□２５０×１５０ WR

4

平成１８年４月 倉吉河川国道事務所 株式会社　日本ピーエス φ１５０　 JA－２A 7

WR

3平成１９年３月 極東工業株式会社 φ２００×φ１５０ NWR

平成１９年５月 φ２００×φ１５０ NWR－４ 3

JE－４ 1

平成１９年７月 宇部小野田湾岸道路建設事務所 オリエンタル建設株式会社 φ２００ B２ 5

㈱森組

平成２０年７月

平成２０年２月 福岡3号黒崎高架橋床版工事 国土交通省　北九州国道事務所

φ２００

平成１９年８月 宮城県石巻土木事務所 φ２００

㈱名村造船所名古屋高速道路公社県道高速名古屋新宝線　きらく橋工区上部工事



断面寸法 型式 数量

納入製品
納入年月 工事名 発注者 請負者

平成２０年７月 第二京阪道路茄子作地区PC上部工事 近畿地方整備局　浪速国道事務所 三井住友建設㈱ □２５０×１５０ ＲＸ 20
ＪＡ－１ 14
ＪＡ－２ 8
ＪＡ－３ 5
ＪＥ－１ 3
ＪＥ－２ 6

平成２０年７月 東伯中山道路　八橋改良工事 国土交通省　倉吉河川国道事務所 瀧上工業㈱ φ２００×φ１８０ ＲＤ－Ｊ 9
φ１５０ 4
φ２００ 4
φ２５０ 7

平成２０年８月 第二京阪道路茄子作地区PC上部工事 近畿地方整備局　浪速国道事務所 三井住友建設㈱ φ１５０－□２００×１００ WR 14

平成２０年１０月 浜崎跨道橋上部工工事 国土交通省　郡山国道事務所 ピーシー橋梁株式会社 φ５０ JR 2
□２５０×１５０－□２００×１００ R－４（直交） 2
□２５０×１５０－□２００×１００ R－４（平行） 15

□２５０×１５０ WR 3
平成２０年１０月 旭川高架新成橋通工区2（排水設備） 北海道旅客鉄道株式会社 北海道軌道施設工業株式会社 φ１００ MST－２ 9

φ２００ 2
φ２５０ 1
φ３００ 1

ＪＡ－１ 5
ＪＡ－２ 3
ＪＡ－１ 4
ＪＡ－２ 1

平成２１年２月 地方特定道路整備工事（鮫川2号橋） 福島県いわき建設事務所 株式会社　日本ピーエス φ１５０－□２００×１００ WR 4
平成２１年２月 北九州高速4号線　北47工区鋼橋改築工事その１ 福岡北九州高速道路公社 ㈱イスミック φ２００ R－１ 6

φ１５０ R－１ 2
□２５０×１５０ ＲＸ 16

ＪＡ－１ 3
ＪＡ－４ 3

国土交通省　北陸地方整備局
新潟国道事務所

φ２００ ＪＡ－１ 3
φ２００－□２００×１００ ＷＲ 4

R－１ 21
ＪＡ－８ 1

□２５０×１５０ ＲＸ 8

ＪＥ－１ 14
ＪＥ－２ 2

ＪＡ－１平成２１年４月 松浜橋上流橋西名目所インター橋上部工事 藤木鉄工株式会社 φ２００

平成20年度　天神高架橋ONランプ上部工事 国土交通省　土佐国道事務所 三井住友建設　株式会社

三井住友建設㈱

平成２１年４月 県道上久我都賀栃木線室瀬橋改良（その２）工事
独立行政法人小資源機構
思川開発建設所

3

φ２００

平成２０年８月 広島市新球場（仮称）新築工事 広島市

塩尻市役所平成19年度　まちづくり交付金事業　高校北通線造工事平成２０年７月

五洋・増岡・鴻治　ＪＶ R－２

φ１５０昭和コンクリート工業株式会社

φ１５０㈱ピーエス三菱

平成２０年１０月

平成２０年９月 阪和自動車道　橘本橋（鋼上部工）工事
西日本高速道路㈱
関西支社　和歌山工事事務所

阪和自動車道 　吉備高架橋（ＰＣ上部工）工事平成２０年７月
西日本高速道路㈱
関西支社　和歌山工事事務所

2

第二東名高速道路　金谷東高架橋（ＰＣ上部工）工事 中日本高速道路株式会社 株式会社 日本ピーエス

片山ストラテック㈱

φ２００－□２００×１００

φ３００ JA－１

WR 11

平成２０年１２月 第二東名高速道路　新聞谷川橋（PC上部工）上り線工事
中日本高速道路株式会社　横浜支社
静岡工事事務所

株式会社　安部日鋼工業 R－２

国土交通省　中部地方整備局
岐阜国道事務所

平成２０年１１月 平成19年度　21号鵜沼北ＰＣ上部工事

三井住友建設㈱

平成２１年１月
φ２００

φ２５０
能越道　万行第二高架橋上部工事

北陸地方整備局
金沢河川国道事務所

東綱橋梁株式会社

平成２１年２月 第二京阪（大阪北道路）青山地区高架橋工事

平成２１年３月

2

平成２１年５月

平成２１年５月 レインボーブリッジ耐震性向上工事
首都高速道路株式会社
東京管理局

横河工事株式会社 Φ２００

Φ１５０
第二京阪（大阪北道路）青山地区高架橋工事

Φ２００道路改築工事{（仮称）新皆野橋ランプ橋P8～A2上部工} 埼玉県　西関東連絡道路建設事務所 川田工業株式会社

Φ２００

JE－４

R－１ 8

Φ２００ R－１ 22平成２１年６月
国土交通省　東北地方整備局
福島河川国道事務所

東北中央自動車道小川橋 三井住友建設㈱

平成２１年７月 第二東名高速道路　園田高架橋（PC上部工）下り線工事
中日本高速道路㈱東京支社
掛川工事事務所

㈱富士ピー・エス・東日本コンクリート㈱
共同企業体

平成２１年７月



断面寸法 型式 数量

納入製品
納入年月 工事名 発注者 請負者

ＪＤ－ＮＷ 29
ＪＤ－ＮＷｓ 6

ＪＤ－１ 2
ＪＤ－２ 4

φ２００ JA－１ 6
φ２００×φ１８０ RD-J 18

平成２２年１月 三原バイパス下木原高架橋オフランプＰＣ上部工事 国土交通省　福山河川国道事務所 株式会社　富士ピー・エス φ２００ B１ 4
φ２００ B１ 1

φ２００×φ１８０ RD-J 17
平成２２年４月 美作岡山間道路　可真高架橋 岡山県 極東興和株式会社 φ２００ B４ 4

φ２００ B１ 2
φ２００ JA－１ 2

平成２２年７月 倉敷立体大西高架橋PC上部工事 国土交通省　岡山国道事務所 ㈱安部日鋼工業 φ２００×φ１８０ RD-J 16
平成２２年８月 倉敷立体大西高架橋PC上部工事 国土交通省　岡山国道事務所 ㈱安部日鋼工業 φ２００×φ１８０ RD-J 14

山口県 φ２００ B１ 3
宇部小野田湾岸道路建設事務所 φ２００×φ１８０ RD-J 7

φ２００ B１ 1
φ２００ JA－１ 2

東日本高速道路㈱　関東支社
高崎管理事務所

横河ブリッジ・横河工事
特定建設工事共同企業体

φ２００ B１ 5
φ２００×φ１８０ RD-J 5

国土交通省　近畿地方整備局
滋賀国道事務所
国土交通省　中部地方整備局 φ１２５ 3
名四国道事務所 φ２００ 39
国土交通省　近畿地方整備局
滋賀国道事務所

Ｂ１ 1
ＪＡ－１ 1

平成22年度　社会資本整備総合交付金事業
遠州鉄道鉄道線　鉄道高架工事（上部工5工区）

φ２００ JE－２ 3
φ４５０ LF－２ 3

中日本高速道路株式会社 φ１５０ R－２ 4
名古屋支社　豊川工事事務所 φ２００×φ１５０ ＮＷＲ 2

φ２００ B２ 1
φ２００×φ１８０ RD-J 10

三井住友･大日本土木･中越興業　
特定建設工事共同企業体

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

ＪＥ－１ 1
ＪＥ－２ 1

φ２００ B１ 7
φ２００×φ１８０ RD-J 20

第二東名高速道路　黄柳川橋工事

東広島・呉道路小滝川橋PC上部工事 国土交通省　広島国道事務所 ㈱富士ピー・エス

株式会社　ピーエス三菱

平成２３年６月 函館江差自動車道　北斗市　新当別大橋上部工事 北海道開発局　函館開発建設部 日本高圧コンクリート株式会社

φ２００

平成２３年８月

平成２３年７月

φ２００

平成２３年１１月

株式会社IHIインフラ建設

平成２３年６月

平成２３年５月

14

堺泉北有料道路耐震対策工事その13 大阪府道路公社 深井建設株式会社 φ２００

φ１００ ＪＡ－２

JA－１ 1

平成２３年９月 φ１５０ ＪＡ－１ 2北陸新幹線　射水小杉白石高架橋

平成２３年１０月 さがみ縦貫相模原IC　FHランプ橋上部工事

圏央道深町高架橋上部工事 関東地方整備局 横河・楢崎特定建設工事共同企業体

平成２３年１２月 西広島ﾊﾞｲﾊﾟｽ宮内床版設置外工事 広島国道事務所 山陽工業㈱

平成２２年９月 一般県道妻開作小野田線大塚高架橋　（仮称)橋梁整備工事 株式会社　ピーエス三菱

平成２３年２月

平成２２年１２月 三原バイパス下木原高架橋PC上部工事

平成２２年７月 松江第五大橋道路　西尾工区　国道道路改築（改良）工事 島根県 極東興和株式会社

平成２２年３月 東広島・呉道路二級峡第一橋PC上部工事 国土交通省　広島国道事務所 ピーシー橋梁株式会社

平成２１年１１月 金田平和線橋梁 広島県 極東興和株式会社

平成20年度　41号中川辺ONランプ鋼上部工事
国土交通省　中部地方整備局
岐阜国道事務所

Φ１００ R－２ 2

平成２１年７月 第二京阪道路　門真地区PC床版工事
オリエンタル白石・川田
特定建設工事共同企業体

Φ２００×Φ１５０

Φ２００

平成２１年１０月

4

平成２２年１１月 関越自動車道　沼尾川橋耐震補強工事 清水建設株式会社 φ２５０

平成２２年１０月 上部耐震改善工事（20-2-環・池） 阪神高速道路株式会社 片山ストラテック株式会社

R－３ 2

平成２２年１１月 R－３一般国道16号町田立体上部（その2）工事 関東地方整備局　川崎国道事務所 φ２００

国土交通省　福山河川国道事務所 ピーシー橋梁株式会社

φ４００

平成２２年１２月 φ２００

LF－２

R－２栗東水口道路　小野高架橋（上り）上部工事 ㈱ピーエス三菱

極東興和株式会社志賀BP北比良高架橋上部工事

10

平成２３年１月 R－２平成21年度23号豊橋BP神野新田高架橋北PC上部工事 ㈱安部日鋼工業

2



断面寸法 型式 数量

納入製品
納入年月 工事名 発注者 請負者

φ２００ ＪＡ－４ 1
φ２００×φ１８０ RD-J 27

西日本高速道路㈱
関西支社　栗東管理事務所

φ２００ JA－１ 1
φ２００×φ１８０ RD-J 1

平成２３年度　県債道改交金　第１３５号　白浜温泉線
（仮称富田高架橋上部（その１）道路改良工事）

JA-１ 12
JA-２ 3

φ４５０ 1
首都圏中央連絡自動車道 φ５００ 3
圏央道相模川橋（鋼上部工）工事 φ１５０ R-３ 2

φ２００ RD-J 42
φ２００－□２５０×１５０ WR 38

西日本高速道路㈱　関西支社 川田・駒井ハルテック JR 8
京都工事事務所 特定建設工事共同企業体 R-２ 8

JC-３ 1
JE-１ 1
JE-２ 2

常盤自動車道　畑形1号橋（PC上部工）工事 東日本高速道路株式会社　東北支社
畑形1号橋（下り線） 仙台工事事務所

R-１ 5
中日本高速道路㈱　名古屋支社 R-２ 19
豊田工事務所 R-３ 3

φ２００－□２５０×１５０ WR 5
中日本高速道路株式会社 名古屋支社ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石㈱・日本橋梁㈱
敦賀工事事務所 特定建設工事共同企業体

□２５０×１５０ WR 8
φ１５０ R-１ 3

φ１５０－□２５０×１５０ R-４ 1
首都圏中央連絡自動車道 中日本高速道路株式会社　東京支社 R-１ 2
関口高架橋他３橋（PC上部工）南工事 厚木工事事務所 R-２ 14

RD-J 52
NWR 13

NWR-３ 9
φ２００－□２５０×１５０ WR 3

φ２００ 12
中日本高速道路㈱　名古屋支社 φ２５０ 3
豊田工事事務所 φ３００ 5

φ３５０ LR-２ 7
東日本高速道路㈱　関東支社 φ２００×φ１５０ NWR 21
千葉工事事務所 φ２００ RD-J 67
西日本高速道路株式会社　関西支社 ㈱IHIインフラシステム・川田工業㈱
大阪工事事務所 特定建設工事共同企業体

φ２５０ 4
6

中日本高速道路株式会社　東京支社 JE-４ 2
厚木工事事務所 φ３５０ 8

φ４００ 4
φ４５０ 3

2ＪＡ－２

平成２４年１月 尾道・松江自動車道　西城川橋ＰＣ上部工事 国土交通省　三次国道事務所 東日本コンクリート株式会社

平成２４年２月 関西支社　滋賀地区保全工事（油水分離桝設置工事） 西日本高速道路メンテナンス関西㈱ Φ１５０

平成２４年３月 尾道・松江自動車道　西城川橋ＰＣ上部工事 国土交通省　三次国道事務所 東日本コンクリート株式会社

平成２５年４月 東名高速道路（改築）社家第一高架橋（鋼上部工）工事
φ３００

LF-２

R-１

JFEエンジニアリング㈱

5

平成２５年３月 東京外環自動車道　高谷ジャンクション橋　東工事 鹿島建設株式会社

平成２５年３月 近畿自動車道　守口ジャンクション（鋼上部工）工事 φ１００ JA-２

平成２５年３月
R-２

第二東名高速道路　郡界川橋工事

平成２４年１２月 φ２００

φ２００×φ１５０

株式会社錢高組

8

平成２４年１１月 第二東名高速道路　樫山橋他1橋（PC上部工）工事 株式会社大林組
φ２００

平成２４年１１月 舞鶴若狭自動車道　黒河川橋(鋼・ＰＣ複合上部工)工事 □２５０×１５０ RX

φ２００

平成２４年９月 φ１００京都縦貫自動車道　長岡京第3高架橋（鋼上部工）工事

平成２４年１０月 県道高速名古屋新宝線六番南工区上部架設工事 名古屋高速道路公社 株式会社横河ブリッジ

LF-２

横河住金・横河 ＪＶ中日本高速道路株式会社

平成２４年５月 圏央道久喜白岡JCT第三高架橋上部工事 JFEエンジニアリング㈱ φ２００

NWR 7平成２４年４月 和歌山県　西牟婁振興局　建設部 オリエンタル白石・古部組共同企業体 φ２００×φ１５０

平成２４年１０月 株式会社ピーエス三菱 φ２００×φ１５０ NWR 5

平成２４年６月



断面寸法 型式 数量

納入製品
納入年月 工事名 発注者 請負者

東日本高速道路株式会社 関東支社 ㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ・JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 
さいたま工事事務所 特定建設共同企業体
中日本高速道路㈱ 名古屋支社
豊川工事事務所
西日本高速道路株式会社　九州支社 φ２００×φ１５０ NWR 4
延岡高速道路事務所 φ２００ R-２ 2
西日本高速道路（株）　九州支社
福岡工事事務所

φ２００ R－３ 1
φ２００－□２５０×１５０ WR 1

φ２００ R－１ 1
φ２００ R－２ 1
φ３００ R－１ 2

西日本高速道路株式会社　関西支社 JA－２ 1
新名神大阪西事務所 JA－３ 1
中日本高速道路株式会社 名古屋支社
豊川工事事務所

新東名高速道路 中日本高速道路㈱ φ２００ R－２ 1
五反田川高架橋他1橋（PC上部工）工事 名古屋支社　豊川工事事務所 φ２００－□２５０×１５０ WR 4
首都圏中央連絡自動車道 東日本高速道路株式会社 関東支社 φ１５０ JA－４ 2
久喜白岡ジャンクション本線第2高架橋（鋼上部工）工事 さいたま工事事務所 φ２００×φ１５０ JA－NW－４ 1

西日本高速道路株式会社　関西支社
新名神兵庫事務所
中日本高速道路株式会社　名古屋支社
豊田工事事務所
関東地方整備局 JE-１ 2
甲府河川国道事務所 JE-２ 1

φ４５０ 1
φ５００ 2

国土交通省 JE-２ 7
関東地方整備局　長野国道事務所 JE-４ 5
中日本高速道路(株)　東京支社
清水工事事務所
国土交通省
中部地方整備局　岐阜国道事務所
西日本高速道路株式会社　関西支社 (株)富士ピー・エス・極東興和(株)
新名神西大阪事務所 特定建設工事共同企業体

平成２７年４月 湖辺底橋他８橋耐震補強工事 西日本高速道路(株)　九州支社 川田建設(株) φ２００×φ１５０ NWR 19
φ２００×φ１５０ NWR 5

φ２００－□２５０×１５０ WR 5
φ２００×φ１５０ NWR 4
φ２００×φ１５０ NWR－３ｓ 3

φ２００－□２５０×１５０ WR 18
中日本高速道路(株)　東京支社
清水工事事務所

R－２ 13
R－３ 1
R－１ 1
R－２ 1
JA－２ 2
R－２ 2

φ２００ JE－１ 15
φ２００×φ１５０ JE－NW 1

φ２００

φ３００

平成２８年７月 （国）250号歩道橋設置工事
兵庫県中播磨県民センター
姫路土木事務所

（株）駒井ハルテック φ１００

東海北陸自動車道　瀬馬渕橋（鋼上部工）工事
中日本高速道路株式会社　名古屋支
社　岐阜工事事務所

株式会社横河ブリッジ

平成２８年４月 新名神高速道路　京田辺高架橋（PC上部工）工事
西日本高速道路株式会社　関西支社
新名神京都工事事務所

川田建設・安部日鋼工業・富士ピー・エス
JV

平成２８年１１月

日立造船株式会社

平成２５年４月 第二東名高速道路 豊川橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 鹿島建設㈱ R-３ 6

平成２５年４月

東九州自動車道　砂田川橋（鋼上部工）工事

平成２６年１月 川田工業株式会社

平成２５年１２月 清水建設㈱

平成２５年１１月 第二東名高速道路 臼子橋工事 鹿島建設株式会社 φ４５０

φ２００

平成２５年１０月

常盤自動車道　沼ノ沢橋（PC上部工）工事　沼ノ沢橋平成２５年９月 川田建設株式会社

φ１５０三井住友建設株式会社

φ２００

平成２５年５月

1

新名神高速道路　芥川橋（PC上部工）工事

東日本高速道路株式会社　東北支社
相馬工事事務所

平成２５年８月 東九州自動車道　今川橋（ＰＣ上部工）工事 三井住友建設（株） φ３００ R-２ 2

平成２５年８月

平成２６年９月 中部横断自動車道　北沢橋上部工事 川田工業株式会社 φ２００

平成２６年５月 LF－２中部横断富士川橋上部工事 JFEエンジニアリング株式会社

平成２６年３月 中部横断自動車道　松葉沢川橋上部工事 宮地エンジニアリング㈱ φ１５０

R-２東京外環自動車道 新葛飾橋（鋼上部工）工事

LF－２

第二東名高速道路　境川橋他1橋（PC上部工）工事 中日本高速道路株式会社 鹿島建設㈱

JA－NW 11

NWR－５平成２６年３月

平成２６年３月

10

φ２００×φ１５０ JA－NW 2

新名神高速道路　中高架橋他1橋(PC上部工)工事

第二東名高速道路　真福寺川橋工事

株式会社 日本ピーエス

オリエンタル白石株式会社

φ２００×φ１５０

φ２００×φ１５０

5

平成２７年５月 新東名高速道路　南三間橋他3橋（鋼上部工）工事 中日本高速道路株式会社　東京支社 IHI・横河　特定建設工事共同企業体

2

平成２７年５月 新東名高速道路　南三間橋他3橋（鋼上部工）工事 中日本高速道路株式会社　東京支社 IHI・横河　特定建設工事共同企業体

φ２００ RD-J

平成２７年１０月 中部横断自動車道　興津川橋（PC上部工）工事 川田建設(株) φ２００ RD-J

平成２７年３月 新名神高速道路　下音羽川橋（PC上部工）工事

6

平成２６年１１月 中部横断自動車道　興津川橋（PC上部工）工事 川田建設(株) φ２００ RD-J 8

平成２７年１月 平成25年度　東海環状　興福地北高架橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業



断面寸法 型式 数量

納入製品
納入年月 工事名 発注者 請負者

φ１５０－□２００×１００ WRｓ 3
φ２００－□２００×１００ WR 2

φ２００ R－１ 1
φ２００ 2
φ２５０ 2

平成２９年６月 平成28年度高速3号大高線床版等修繕工事（呼続工区） 名古屋高速道路公社 中日建設㈱ φ２００ JA－１ 16
平成２９年９月 箱崎～東浜橋梁補修工事（27-4） 福岡北九州高速道路公社 株式会社　ピーエス三菱 φ１５０ R－１ 4

R－１ 4
R－２ 1

φ２００ JE－１ 2
φ２００×φ１５０ JE－NW 1

R－２ 3
R－３ 3

φ３５０ LR-２ 9

φ２００×φ１５０ NWR 1

新名神高速道路　菰野第一高架橋（PC上部工）工事平成３０年５月

三井住友建設㈱・㈱日本ピーエス
特定建設工事共同企業体

平成３０年６月 新東名高速道路　厚木第二高架橋他8橋（PC上部工）工事

□２５０×１５０ WR 102

φ２００
㈱大林組

中日本高速道路㈱　名古屋支社
四日市工事事務所

平成３０年１月 函館新外環状道路　函館市　本通見晴橋上部外一連工事 函館開発建設部　函館道路事務所 日本高圧コンクリート株式会社

中日本高速道路㈱　名古屋支社
四日市工事事務所

平成３０年３月 新名神高速道路　鈴鹿高架橋他1橋（PC上部工）工事 ㈱ピーエス三菱

PF－４平成２９年２月 新名神高速道路　有馬川橋（鋼・PC複合上部工）工事 西日本高速道路株式会社　関西支社
三井住友建設(株)・(株)横河ブリッジ
特定建設工事共同企業体

平成２９年１１月 脇神こ道橋外上部工工事
国土交通省　東北地方整備局
能代河川国道事務所

株式会社安部日鋼工業 φ２００

平成２８年１２月 新名神高速道路　有野川橋（鋼・PC複合上部工）工事
西日本高速道路株式会社　関西支社
新名神兵庫事務所

ピーエス三菱・エム・エムブリッジ
特定建設工事共同企業体


