
2021年 6月5日
エスティーエンジニアリングﾞ株式会社

高密度ポリエチレン製シース PLUX-1　納入実績

（その１）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

1 平成11年 2月 日本道路公団 北関東支部友部ＩＣ橋 茨城県 ＃65

2 平成11年 8月 日本道路公団 首都圏中央連絡道路友田交高架橋 東京都 ＃65

3 平成11年 9月 日本道路公団 山陽自動車道　矢野川橋 兵庫県 ＃70

4 平成11年 9月 長野県 槻木橋 長野県 ＃75

5 平成11年11月 日本道路公団 第二名神高速道路　桑名高架橋 三重県 ＃65

6 平成12年 1月 日本道路公団 第二名神高速道路　長島高架橋 三重県 ＃75、＃80

7 平成12年 1月 日本道路公団 京滋バイパス東一口高架橋 京都府 ＃65

8 平成12年 5月 日本道路公団 東九州自動車道　海添第二橋 大分県 ＃65、＃75

9 平成13年 2月 日本道路公団 大分自動車道　福万川橋 大分県 ＃80

10 平成13年 5月 日本道路公団 京滋バイパス東一口高架橋 京都府 ＃65

11 平成13年 5月 日本道路公団 大飯高架橋 福井県 ＃65

12 平成13年10月 日本道路公団 宇都木高架橋 高知県 ＃65

13 平成13年12月 福岡北九州高速道路公社 板付高架橋 福岡県 ＃65

14 平成14年 1月 日本道路公団 大分自動車道　槐木橋 大分県 ＃65、＃75

15 平成14年 6月 福岡北九州高速道路公社 諸岡高架橋 福岡県 ＃65

16 平成14年 9月 福岡北九州高速道路公社 井尻高架橋 福岡県 ＃65

17 平成14年10月 福岡北九州高速道路公社 須久北高架橋 福岡県 ＃65

18 平成15年 1月 福岡北九州高速道路公社 向新町高架橋 福岡県 ＃65

19 平成15年 7月 日本道路公団 第二東名高速道路　矢作橋西工事 愛知県 ＃45、＃150

20 平成15年10月 日本道路公団 第二東名高速道路　矢作橋東工事 愛知県 ＃45、＃150

21 平成15年10月 国土交通省 橋本道路　名倉誇道橋 和歌山県 ＃80

22 平成17年 8月 日本道路公団 東九州自動車道　岡田川橋工事 大分県 ＃80

23 平成17年 8月 日本道路公団 第二名神高速道路　信楽第七橋 滋賀県 ＃80

24 平成17年 9月 日本道路公団 第二東名高速道路　宍原第二高架橋 静岡県 ＃45、＃80

25 平成17年 9月 日本道路公団 東九州自動車道　水無橋工事 大分県 ＃80



（その２）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

26 平成17年11月
鉄道建設運輸施設整備支援機構

九州新幹線建設局
亀岡橋梁（五丁川Ｂ１.Ｂ２） 熊本県 ＃45、＃70

27 平成17年12月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路伊佐布2号高架橋 静岡県 ＃80

28 平成1８年 1月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路  宮ｹ島高架橋 静岡県 ＃80

29 平成1８年 6月 国土交通省福岡国道事務所 福岡外環状道路　和田池橋 福岡県 ＃65、＃80

30 平成1８年 6月 中日本高速道路株式会社 横浜横須賀道路　佐原第二高架橋 神奈川県 ＃55

31 平成1８年 6月 西日本高速道路株式会社 尾道自動車道　下山田橋工事 広島県 ＃55

32 平成1８年 7月 国土交通省北陸地方整備局 伏木富山港橋梁P8～Ｐ14上部工事 富山県 ＃70

33 平成１８年7月 国土交通省近畿地方整備局 洛南道路始点側工区上部工事 京都府 ＃70

34 平成１８年8月 東京都港湾局 Ｈ18年度青ヶ島港道路ＰＣ桁製作 東京都 ＃45、＃70

35 平成１８年11月 西日本高速道路㈱九州支社 東九州自動車道瀬戸石橋(PC上部工） 大分県 ＃80

36 平成１８年11月 西日本高速道路㈱四国支社 辺地床第二高架橋（PC上部工）工事 愛媛県 ＃55

37 平成１８年12月 西日本高速道路㈱九州支社 東九州自動車道城ｹ迫谷橋(PC上部工） 鹿児島県 ＃80

38 平成１９年1月 国土交通省九州地方整備局 福岡外環状道路和田池橋上部工（上り線） 福岡県 ＃70

39 平成１９年3月 西日本高速道路㈱九州支社 東九州自動車道高田川橋（PC上部工） 鹿児島県 ＃80

40 平成１９年5月 西日本高速道路㈱九州支社 東九州自動車道前川橋（PC上部工）工事 鹿児島県 ＃55、＃80

41 平成１９年7月 国土交通省近畿地方整備局 大和御所道路宮古地区PC上部工工事 奈良県 ＃65、＃70

42 平成１９年8月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路　宍原第二高架橋 静岡県 ＃45

43 平成１９年8月 中日本高速道路株式会社 東海北陸自動車道　猪鹿会津橋 岐阜県 ＃55

44 平成１９年9月 国土交通省九州地方整備局 水無川上流橋（ＰＣ上部工）工事 長崎県 ＃80

45 平成１９年9月 太平洋マテリアル株式会社 大分県津久見港Ｄバース連絡橋 大分県 ＃65、＃80

46 平成１９年9月
東日本旅客鉄道株式会社

東京工事事務所
中央線国立-立川間高架橋新設他 東京都 ＃75

47 平成１９年10月 国土交通省中国地方整備局 尾原ダム平田佐白線５号橋上部工事 島根県 ＃80

48 平成１９年10月 国土交通省中部地方整備局 新丸山ダム国道418号新旅足橋上部工事 岐阜県 ＃80

49 平成１９年10月 国土交通省近畿地方整備局 第二京阪茄子作業所 大阪府 ＃55、＃75

50 平成１９年10月 西日本高速道路㈱中国支社 米子自動車道　中原高架橋（ＰＣ上部工）工事 岡山県 ＃55



（その３）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

51 平成１９年10月 中日本高速道路株式会社 東海北陸自動車道　猪鹿会津橋（ＰＣ上部工）工事 岐阜県 ＃55

52 平成１９年10月 国土交通省九州地方整備局 水無川上流橋 長崎県 ＃80

53 平成１９年10月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路　増川地区跨高速道路橋 静岡県 ＃80

54 平成１９年10月 西日本高速道路㈱九州支社 沖縄自動車道　億首川橋床版工事 沖縄県 ＃45

55 平成１９年10月 中日本高速道路株式会社 東海北陸自動車道　大和橋（ＰＣ上部工）工事 岐阜県 ＃55

56 平成１９年10月 国土交通省九州地方整備局 福岡497号5Ｐ311-Ｐ2高架橋ＰＣ工事 福岡県 ＃70、＃80

57 平成１９年11月
鉄道建設運輸施設整備支援機構

北陸新幹線建設局
富山新幹線　庄川橋（第一期） 富山県 ＃80

58 平成１９年11月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路  宮ｹ島高架橋 静岡県 ＃45

59 平成１９年11月 西日本高速道路㈱中国支社 米子自動車道　木谷橋（ＰＣ上部工）工事 岡山県 ＃55

60 平成１９年11月 中日本高速道路株式会社 東海北陸自動車道　坪佐橋（ＰＣ上部工）工事 岐阜県 ＃55、＃80

61 平成１９年1２月 国土交通省関東地方整備局 利根川橋（ＰＣ上部工）工事 群馬県 ＃80

62 平成１９年1２月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路　上伊佐布第３高架橋 静岡県 ＃80

63 平成２０年１月 岡山県　県民局 大谷川橋梁工事 岡山県 ＃70

64 平成２０年２月 西日本高速道路株式会社 木梨第一橋ＰＣ上部工 広島県 ＃45、＃80

65 平成２０年３月 広島県福山地域事務所 松永湾　山波松永線１期工事 広島県 ＃35、＃45、＃75

66 平成２０年３月 青森県土整備事務所 東津軽郡 国道280号線  与茂内橋 青森県 ＃35、＃45、＃80

67 平成２０年５月 西日本高速道路株式会社 岡山自動車道　大和高架橋（ＰＣ上部工）工事 岡山県 ＃45、＃55、＃80

68 平成２０年５月 中国地方整備局 三次工事事務所 尾道・松江自動車道　片野川橋ＰＣ上部工事 広島県 ＃65、＃80

69 平成２０年６月 農林水産省　中国四国農政局中海干拓事業森山堤橋梁上部工他工事 島根県 ＃75

70 平成２０年６月 中国地方整備局 岡山国道工事事務所 北長瀬ランプ橋第二ＰＣ上部工事 岡山県 ＃70

71 平成２０年７月中国地方整備局 三次工事事務所尾道・松江自動車道　上本谷橋ＰＣ上部工事 広島県 ＃80

72 平成２０年９月 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 伏木富山港　新湊橋梁ＰＣ上部工事 富山県 ＃80、＃95、＃105

73 平成２０年９月 東日本旅客鉄道株式会社 上信越工事事務所管内第三吾妻川上部工工事 群馬県 ＃80

74 平成２０年10月 中日本高速道路株式会社 第二東名 上伊佐布第３高架橋（下りCﾗﾝﾌﾟ） 静岡県 ＃80

75 平成２０年11月
鉄道建設運輸施設整備支援機構

北陸新幹線建設局
富山新幹線　庄川橋（第二期） 富山県 ＃80



（その４）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

76 平成２０年12月 ＪＲ西日本旅客鉄道株式会社 向洋・天神川間　大洲Ｂｖ他新設工事 広島県 ＃65

77 平成２１年１月 鹿児島県南九州市 交付金事業境橋架替工事（上部工） 鹿児島県 ＃75

78 平成２１年１月 千葉県木更津港湾事務所 木更津港湾改修（吾妻橋梁上部工）工事 千葉県 ＃45、＃65

79 平成２１年１月 広島県 阿賀高架橋上部工工事 広島県 ＃35、＃45

80 平成２１年１月 中日本高速道路株式会社 第二東名上伊佐布第３高架橋（下り線本線） 静岡県 ＃80

81 平成２１年２月 福井県 越前長須橋上部工工事 福井県 ＃45、＃70

82 平成２１年２月 中日本高速道路株式会社 第二東名　長尾川橋（PC上部工）下り線 静岡県 ＃80

83 平成２１年２月 近畿地方整備局 浪速国道事務所 第二京阪道路　私部西工事（天野川橋） 大阪府 ＃35、＃80

84 平成２１年３月 中国地方整備局 福山河川国道事務所 尾道・松江自動車道六ツ宗川橋(PC上部工)工事 広島県 ＃55、＃70

85 平成２１年３月 ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社 南武線稲城長沼駅付近５工区高架工事 東京都 ＃45

86 平成２１年３月 中国地方整備局 福山河川国道事務所 尾道・松江自動車道小童川橋(PC上部工)工事 広島県 ＃80

87 平成２１年４月 中国地方整備局　広島国道事務所 東広島・呉道路東広島JC  Ｆランプ橋上部工事 広島県 ＃65

88 平成２１年４月 ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社 南武線稲城長沼駅付近４工区高架工事 東京都 ＃45

89 平成２１年４月 九州地方整備局 北九州国道事務所 福岡３号山之口高架橋上部工新設工事 福岡県 ＃80

90 平成２１年４月 中日本高速道路株式会社 第二東名　上伊佐布（下り線ＣランプＢ橋） 静岡県 ＃80､＃105

91 平成２１年４月 栃木県 谷川橋工事 栃木県 ＃45

92 平成２１年５月 中国地方整備局 山口河川国道事務所 下関拡幅ランプ橋外上部工事 山口県 ＃65、＃80

93 平成２１年５月 大分県佐伯土木事務所 新浅海井橋工事 大分県 ＃35

94 平成２１年６月 熊本県阿蘇地域振興局 南小国６号橋工事 熊本県 ＃95

95 平成２１年６月 九州地方整備局 福岡国道事務所 福岡208号皿垣高架橋上部工工事 福岡県 ＃65、＃70、＃80

96 平成２１年６月
東北地方整備局

湯沢河川国道事務所
国道13号湯沢高架橋工事 秋田県 ＃45、＃55、＃70

97 平成２１年８月 西日本高速道路株式会社 四国横断自動車道　姫田Ａランプ橋工事 徳島県 ＃55

98 平成２１年８月 独立行政法人都市再生機構 越谷レイクタウン地区Ｆ橋梁上部工工事 埼玉県 ＃80

99 平成２１年８月 青森県 磯山橋工事 青森県 ＃35

100 平成２１年９月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道　土橋 神奈川県 ＃55、＃70



（その５）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

101 平成２１年10月
北陸地方整備局

伏木富山港湾事務所
伏木富山港湾道路橋梁上部工事 富山県 ＃80、＃95、＃105

102 平成２１年10月 北陸新幹線第二建設局 糸魚川大和川橋梁外11箇所 新潟県 ＃45

103 平成２１年10月
備北地域事務所
建設局庄原支局

床原ダム河川総合開発事業 橋梁上部工 広島県 ＃75

104 平成２１年10月
中国地方整備局
岡山河川事務所

百間川河口水門管理橋上部工事 岡山県 ＃65

105 平成２１年11月 福井県 安土橋梁工事 福井県 ＃35

106 平成２１年11月 鳥取県境港市 岬新橋工事 鳥取県 ＃35、＃45

107 平成２１年11月 福井県福井市 色桟橋その3工事 福井県 ＃35、＃45

108 平成２１年11月 関西国際空港株式会社 関空連絡橋工事 大阪府 ＃35、＃45

109 平成２１年11月 中部電力株式会社
上越火力発電所LNG設備

LNG受入桟橋工事
新潟県 ＃35、＃45、＃55

110 平成２１年11月 長崎振興局 新大川橋工事 長崎県
＃35、＃45、＃70、

＃80、＃95

111 平成２１年11月 中日本高速道路株式会社
第二東名高速道路

的場高架橋他2橋(PC上部工)工事
静岡県 ＃45、＃70、＃80

112 平成２１年12月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速道路　青木川橋工事 愛知県 ＃80

113 平成２１年12月
九州地方整備局
佐賀国道事務所

佐賀497号　行合野川橋上部工工事 佐賀県 ＃75

114 平成２１年12月 福井県福井市 色桟橋その4工事 福井県 ＃35、＃45

115 平成２１年12月 鹿児島県 県単道路整備　曽木大橋工事 鹿児島県 ＃45

116 平成２１年12月 大分県 大分高架国道10号Bv新設他工事 大分県 ＃65

117 平成２２年1月 大分県　佐伯土木事務所 古江橋工事 大分県 ＃35、＃45、＃55

118 平成２２年1月
北陸地方整備局

伏木富山港湾事務所
伏木富山港(新湊地区)道路

(東西線)橋梁上部工事
富山県 ＃70

119 平成２２年1月 北九州市役所 戸畑岸壁上部工工事 福岡県 ＃35、＃45、＃55

120 平成２２年1月 岡山県
４－３－公共道路工事

(郡生川橋工事)
岡山県 ＃45、＃70

121 平成２２年1月 鳥取県　日野総合事務所 国道482号下蚊屋工区2号橋上部工事 鳥取県 ＃70

122 平成２２年2月
島根県土木部

島根県高規格道路事務所
国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事

東津田工区　東津田第8高架橋上部工 島根県 ＃65

123 平成２２年2月
九州地方整備局

延岡河川国道事務所
東九州道(県境～北川)

北川橋上部工(P8～A2)工事
宮崎県 ＃70

124 平成２２年2月
関東地方整備局
横浜国道事務所

さがみ縦貫相模原IC上部(その16)工事 神奈川県 ＃80

125 平成２２年2月 京都府　中丹西土木事務所 国道175号道路新設改良工事(宮川橋) 京都府 ＃70



（その６）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

126 平成２２年2月 東日本旅客鉄道株式会社
上信越工事事務所管内
第三吾妻川上部工工事

群馬県 ＃70、＃95

127 平成２２年3月
石川県奥能登土木総合事務

所
一般国道249号国道改築(地域連携推進)工事

(大谷大橋上部工2工区) 石川県 ＃80

128 平成２２年3月
九州地方整備局
福岡国道事務所

福岡208号　徳益高架橋下部工工事
(P13・OFF-P1)

福岡県 ＃75

129 平成２２年3月
島根県土木部

島根県高規格道路事務所
(都)東津田中央線馬橋川橋上部工工事 島根県 ＃45、＃70

130 平成２２年4月
島根県土木部

島根県高規格道路事務所
国道485号(松江第五大橋道路)改築(改良)工事
東津田工区　東津田第1高架橋・歩道橋上部工 島根県 ＃65

131 平成２２年4月 富山県　高岡土木センタ－
主要地方道 高岡環状線

道路改築福田高架橋(仮称)上部工事
富山県 ＃65

132 平成２２年5月
近畿地方整備局
滋賀国道事務所

志賀ＢＰ　北比良高架橋上部工事 滋賀県 ＃55、＃65

133 平成２２年5月 東日本高速道路株式会社 東北自動車道　小坂ジャンクション工事 秋田県 ＃45、＃55、＃75、＃95

134 平成２２年6月 鹿児島県　熊毛支庁 道路改築工事(阿高磯6工区) 鹿児島県 ＃55、＃65

135 平成２２年6月 熊本県 蓑野橋工事 熊本県 ＃45

136 平成２２年7月 北九州市港湾局 改修(統合)戸畑岸壁(-5.5m)上部工工事(21-1) 福岡県 ＃35

137 平成２２年8月 熊本県 蓑野橋工事 熊本県 ＃35、＃45

138 平成２２年8月
中国地方整備局

福山河川国道事務所
三原バイパス　三原第１橋ＰＣ上部工

工事
広島県 ＃65

139 平成２２年9月 鳥取県 県道米子環状線 和田新橋上部工事 鳥取県 ＃45

140 平成２２年10月
九州地方整備局
福岡国道事務所

福岡208号　徳益高架橋下部工工事
(P14外２基)

福岡県 ＃75

141 平成２２年10月 中日本高速道路株式会社
中部横断自動車道

湯沢第二橋(ＰＣ上部工)工事
静岡県 ＃75

142 平成２２年10月 和歌山県
国道168号　日足高架橋工事 (P5～

P10)
和歌山県 ＃80、＃95、＃105

143 平成２２年10月 和歌山県
国道168号　日足高架橋工事 (P10～

P16)
和歌山県 ＃80、＃95、＃105

144 平成２２年11月 中部電力株式会社
川越火力発電所ＬＮＧ設備No.5,6ＬＮＧタン
クNo.5,6ＬＮＧタンク基礎および防液堤ほか

三重県 ＃95

145 平成２２年11月 福井県福井市 色桟橋その5工事 福井県 ＃45

146 平成２２年12月
九州地方整備局

延岡河川国道事務所
宮崎10号　祝子川橋上部工工事 宮崎県 ＃70

147 平成２２年12月
北陸地方整備局
新潟国道事務所

国道４９号線揚川改良 揚川橋新設工
事

新潟県 ＃45、＃75、＃80

148 平成２３年3月 大阪府都市整備部港湾局 南水門改良工事 大阪府 ＃35、＃45

149 平成２３年4月 西日本旅客鉄道株式会社 加賀笠間・松任間松任美川線Ｂｖ外新設他工事 石川県 ＃65

150 平成２３年4月
北陸地方整備局

富山河川国道事務所
入善黒部バイパス　平伝寺高架橋上部工事 富山県 ＃35、＃80、＃95



（その７）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

151 平成２３年4月
関東地方整備局
京浜港湾事務所

横浜港本牧地区岸壁(-15m)(耐震)(改良)上部等工事 神奈川県 ＃35、＃45

152 平成２３年4月 福井県 うみんぴあ構内橋 福井県 ＃35

153 平成２３年5月 熊本県　熊本土木事務所 貢３号跨道橋上部工工事 熊本県 ＃65

154 平成２３年5月 東日本高速道路株式会社 東北自動車道　小坂ジャンクションⅡ工事 秋田県 ＃65

155 平成２３年5月 中日本高速道路株式会社 首都圏中央道 関口高架橋他３橋工事 神奈川県 ＃45、＃55、＃70

156 平成２３年5月 島根県
浅利渡津線　渡津工区社会資本整備総合

交付金（改良）工事１号橋（仮称）上部工工事 島根県 ＃45、＃70

157 平成２３年6月 タンザニア連合共和国 ダニエスサラ－ム ニュ－バガモヨ道路拡幅計画工事 海外 ＃35、＃65

158 平成２３年6月
近畿地方整備局

福井河川国道事務所
永平寺大野道路坂瀬川橋上部工事 福井県 ＃45

159 平成２３年8月 西日本高速道路株式会社 東九州自動車道　田久保川橋(PC上部工)工事 宮崎県 ＃45、＃80

160 平成２３年10月 島根県
浅利渡津線　渡津工区社会資本

整備総合交付金（改良）工事　１号橋（仮称）上部工工事 島根県 ＃35

161 平成２３年10月 中日本高速道路株式会社 第二東名高速　樫山橋(PC上部工)工事 愛知県 ＃55

162 平成２３年10月 西日本高速道路株式会社 東九州道(県境～北川)家田第三橋上部工工事 宮崎県 ＃45、＃70

163 平成２３年11月 福井県 浦底桟橋１工事 福井県 ＃35、＃45

164 平成２３年11月 福岡県
県道直片水巻線

(仮称)遠賀川渡川橋橋梁上部工(2工区)工事 福岡県 ＃70

165 平成２３年12月
九州地方整備局

鹿児島港湾・空港整備事務所
鹿児島港（中央港区）橋梁(C)（Ｐ2-Ａ2）上部工事 鹿児島県 ＃55、＃75

166 平成２３年12月 福井県 戸谷片屋高架橋３工事 福井県 ＃70

167 平成24年1月
中部地方整備局
飯田国道事務所

平成20年度　19号桟1号橋建設工事 長野県 ＃80

168 平成24年1月 首都高速道路神奈川建設局 生麦入口付替工事 神奈川県 ＃35

169 平成24年2月
九州地方整備局

八代河川国道事務所
熊本３号　湯浦川橋上部工（Ｐ３-Ｐ６）工事 熊本県 ＃70

170 平成24年2月
中国地方整備局
松江国道事務所

仁摩温泉津道路小浜第１高架橋ＰＣ上部工事 島根県 ＃70

171 平成24年4月 東京都 環２朝潮運河橋りょうＰＣけた製作工事 東京都 ＃45、＃65、＃70

172 平成24年4月 岡山県 阿新地区 第２工区橋梁工事 岡山県 ＃70

173 平成24年4月 福井県 新川橋工事 福井県 ＃45、＃70

174 平成24年7月
九州地方整備局

熊本河川国道事務所
九州横断道　矢形川橋上部工工事 熊本県 ＃45、＃80

175 平成24年7月 内閣府沖縄 開発建設部 那覇港(泊ふ頭地区)道路上部工(P3-P6)工事 沖縄県 ＃80



（その８）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

176 平成24年7月 東北地方整備局
小名浜港東港地区臨港道路

３号頭部上部外工事
福島県 ＃45、＃80、＃95

177 平成24年7月 熊本県
日田鹿本線活力創出基盤交付金

第２矢谷橋上部工工事
熊本県 ＃45、＃80

178 平成24年8月 福井県 戸谷片屋側道橋工事 福井県 ＃65、＃80

179 平成24年8月
中国地方整備局
松江国道事務所

仁摩温泉津道路　馬路第１高架橋PC上部第３工事 島根県 ＃45、＃55、＃70

180 平成24年8月 長崎県 刈田院橋工事 長崎県 ＃65

182 平成24年9月 内閣府沖縄 開発建設部 平成２３年度西原地区２号橋上部工（下り）工事 沖縄県 ＃45、＃65、＃75

182 平成24年9月 東日本高速道路株式会社 常磐自動車道 沼ノ沢橋(ＰＣ上部工)工事 福井県 ＃80

183 平成24年9月 福井県 河野大橋補修工事 福井県 ＃35

184 平成24年9月 鹿児島県　北薩地域振興局 道路整備工事 藺牟田瀬戸架橋第１橋 鹿児島県 ＃45、＃55、＃75

185 平成24年12月
東北地方整備局
磐城国道事務所

国道６号　古内橋上部工工事 茨城県 ＃65、＃75、＃80

186 平成25年1月 東京都 環２朝潮運河橋りょうＰＣけた製作・架設工事 東京都 ＃35、＃45

187 平成25年1月
九州地方整備局

熊本河川国道事務所
九州横断道　八勢川橋上部工工事 熊本県 ＃80

188 平成25年3月 茨城県 国道道路改築工事(1号橋上部工) 茨城県 ＃55、＃65、＃70

189 平成25年4月 中日本高速道路株式会社 新東名高速道路　河内川工事用道路橋工事 神奈川県 ＃45、＃75、＃95

190 平成25年4月 JR九州 熊本架橋熊本駅南BL新設他３工事 熊本県 ＃65、＃70

191 平成25年4月
北陸地方整備局

富山河川国道事務所
入善黒部バイパス江口高架橋上部工事 富山県 ＃45、＃45、＃75、＃95

192 平成25年6月
九州地方整備局

佐伯河川国道事務所
東九州道（佐伯?蒲江）大越川橋上部工工事 大分県 ＃70

193 平成25年7月 和歌山県東牟婁振興局
上富田すさみ線（仮称江住２号橋上部

工）道路改良外合併工事
和歌山県 ＃65、＃45

194 平成25年8月 北海道ガス株式会社 石狩LNG基地NO.2LNG貯蔵タンク増設工事 北海道 ＃95

195 平成26年1月
中国地方整備局

山口河川国道事務所
下関北バイパス 武久川橋PC上部工事 山口県 ＃80、＃55

196 平成26年5月 首都圏新都市鉄道株式会社 守谷駅追越設備工事 茨城県 ＃65

197 平成26年10月 中部電力株式会社 西名古屋火力発電所護岸横断橋 愛知県 ＃３５、＃４５

198 平成26年11月 長崎県五島振興局 国道384号　三日ノ浦橋上部工工事 長崎県 ＃70、＃８０

199 平成26年11月 九州旅客鉄道株式会社 門司・小倉間砂津Ｂｖ新設他13工事 福岡県 ＃65

200 平成26年11月 西日本高速道路株式会社 阪和自動車道　和歌山ＪＣＴ　Ａランプ橋工事 和歌山県 ＃35、＃45、＃55、＃80



（その９）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

201 平成26年11月 西日本高速道路株式会社 新名神高速道路 安威川橋ＰＣ上部工事 大阪府 ＃45、＃80、＃85

202 平成26年12月 福井県丹南土木事務所 河野大橋外ケーブル工事（補修工その３） 福井県 ＃３５、＃４５

203 平成2７年2月
関東地方整備局

長野河川国道事務所
中部横断自動車道路　上野橋上部工事 長野県 ＃70

204 平成2７年３月 福井県敦賀土木事務所 吉野瀬川ダム３号橋上部工工事 福井県 ＃45、＃５５、＃80

205 平成2７年５月 福井県敦賀土木事務所 勝山大橋上部工工事 福井県 ＃５５、＃80

206 平成2７年10月 内閣府 沖縄開発建設部 牧港高架橋上部工（A1-A4)工事 沖縄県 ＃85

207 平成2８年1月
東北地方整備局

福島河川国道事務所
広前橋外上部工工事 宮城県 ＃75

208 平成2８年4月
近畿地方整備局

福井河川国道事務所
永平寺大野道路轟２号橋PC上部工事 福井県 ＃35、＃45、＃65

209 平成2８年6月
東北地方整備局
三陸国道事務所

下片巣接続橋上部工工事 岩手県 ＃65

210 平成2８年10月
鉄道建設運輸施設整備支援機構

北陸新幹線建設局
福井高柳高架橋他工事 福井県 ＃80

211 平成2８年10月 阪急阪神ホールディング(株) 梅田１丁目１番地計画工事 大阪市 ＃65

212 平成29年1月
中部地方整備局
北勢国道事務所

東海環状南大社６橋梁下部工事 三重県 ＃80

213 平成29年5月 中日本高速道路株式会社 新東名高速道路　仁杉高架橋工事 静岡県 ＃80

214 平成29年12月 九州旅客鉄道株式会社 折尾高架駅北BL新設他工事 福岡県 ＃65、＃80

215 平成29年12月 青森県横浜町 町道鶏沢有畑線稲荷橋橋梁補修工事 青森県 ＃45、＃55

216 平成30年1月
鉄道建設運輸施設整備支援機構

北陸新幹線建設局
八日市川橋りょう他工事 石川県 ＃45、＃75

217 平成30年4月 北海道開発局 旭川開発建設部 新富良野大橋上部工工事（A) 北海道 ＃45、＃70、＃75

218 平成30年4月
（広島市委託）

西日本旅客鉄道株式会社
広島高速5号線矢賀Ｂｏ新設工事 広島県 ＃80

219 平成30年9月
東北地方整備局
三陸国道事務所

R45号　新安家大橋上部工工事 岩手県 ＃45、＃75、＃80

220 平成30年9月 東京ガス株式会社 日立LNG基地２期タンク工事 茨木県 ＃105

221 平成31年2月 九州地方整備局
博多港（アイランドシティ地区）道路

（Ⅰ工区）橋梁上部工事
福岡県 ＃65

222 令和元年7月
東北地方整備局

福島河川国道事務所
東北中央自動車道

阿武隈川橋上部工工事
福島県 ＃55、＃80

223 令和元年7月
北海道渡島総合振興局

函館建設管理部
湯の沢川橋新設（上部工）工事 北海道 ＃65、＃70

224 令和２年1月 住友化学株式会社 愛媛工場内、新居浜LNG基地 愛媛県 ＃75、＃105

225 令和２年８月
関東地方整備局

長野河川国道事務所
国道158号奈川渡改良大白川橋

上部工他新設工事
長野県 ＃45、＃7０、＃７５



（その１０）

No 納入年月日 施　　主 工事名 都道府県 呼称（サイズ）

226 平成２年９月 中日本高速道路株式会社 新東名高速道路 大御神跨道橋工事 静岡県 ＃45、＃80、＃85

227 平成２年11月 防衛省沖縄開発局 キャンプハンセンPC橋りょう工事 沖縄県 ＃45、＃55

228 平成３年４月 中日本高速道路株式会社
新東名高速道路

滝沢川橋他１橋（PC上部工）工事
神奈川県 ＃8０、＃45

229 平成３年４月 中日本高速道路株式会社
中央自動車道（特定更新等）

日川橋改良工事（平成30年度）
山梨県 ＃４５

230 平成３年６月
中国地方整備局

倉吉河川国道事務所
国道９号　北条高架橋 鳥取県 ＃80、＃95
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