
日本パーカライジング (株 )

工 事 名 施 工
△
パ 社

H10年 第二東名・弥富高架橋  愛知 オリエンタル建設・ピーエス・安部工業所 」V

神奈川 第二京浜国道・壁高欄補修工事 ハイウエイ開発 (株 )

愛知 第二名神 。鍋田高架橋 富士ピーェス・川田建設・極東工業 JV

Hll年 中部横断道・在家塚高架橋 りんかい建設 ,坂 田建設 Jv

奥村組 。若築建設 」v

中部横断道・百々高架橋 岩 田建設・ 冨士工 Jv

中部横断道 。白根高架橋 勝村建設

静岡 第二東名・富士川人田間 東急建設

静岡 第二東名・富士川橋 大成建設 。フジタ・ピーエス 」v

二重 第二名神 。川越高架橋 大林組・ ドーピー建設・ピーシ橋梁 」V

二重 第二名神 。長島高架橋 日本ピーエス ,昭和コンクリート・ 日本鋼弦コンクリート」V

北海道 帯広広尾自動車道・茅室西土狩橋 岩田・幌村・小金経常 JV

北陸自動車道・宝来高架橋 日本 ピーエス

北海道 道央自動車道 `石狩り|1橋 生駒組

北海道 道央自動車道 。オサラッペ川橋 桜井鉄工

神奈川 西湘バイパス 湘南機械土木

新潟 北陸自動車道・親不知高架橋 鹿島建設

山形自動車道・新岩川大橋 日本鋼管コンクリー ト

中部横断道・白根インターチェンジ 青木建設・井尻工業 JV

H12年 第二東名 。天竜川橋   静岡 住友・極東 」V

愛知 第二名神・鍋田西高架橋 ピーエス・富士ピーエス・川 田建設 」V

二重 第二名神・古川高架橋 住友建設 。富士ピーエス 。清水建設 」V

奥村組 。若築建設 」V

岩手 東北幹円藤川 B外他 銭高 。日産 。大旺 」V

静岡 大内山川第二橋 大成 。飛島建設 JV

鹿児島 前田 トンネル 日本国土 。大豊・小牧 」V



No.18

工 事 名 施 工
△
ム 社

青森県 牛鍵 トンネル 日本国土、りんかい日産、古久根、田中」V

愛知県 ニツ屋橋 鞠 日本ピーエス

平成 19年

高速電気軌道2,4,5号線その2 ボンドエンジエアリング帥

北441区ルクリート橋改修工事その2 備メイケン九州

第二東名 入野高架橋 富士ピーェス、阿部、日鋼 」V

富山県 新湊橋梁 三井住友建設欄

鳥取県 門前第一跨道橋    (西 伯郡)) 帥富士 ピーェス

青森市 新大橋 帥熊谷建設工業

高知県 潮田高架橋 帥富士ピース

東京モノレール昭和島 大成建設lal

さがみ縦貫相模原 IC上部 (そ の3) 川田建設腑

京葉線船曳場高架橋橋梁補修 鉄建建設欄

青森県 七戸東BV 開 日本ピーエス・東日本コンクリー ト欄 」V

静岡県 飯田高架橋 欄ピーエス三菱

御殿場 田場沢川橋 ピーエス三菱、銭高組 」V

飯田市 三遠南信 11号橋 オ リエンタル建設 lal

新潟県 新親不知 帥松田組

富山県 新湊橋梁 三井住友建設欄

高知県 久札橋      (高 岡郡 ) 川田建設lal

北海道 貴老路大橋 オリエンタル建設lal

滋賀県 野洲中主線 欄 ピーエス三菱

神奈川 出田町埠頭 オリエンタル建設蜘

富士高架橋 (PC床版) 欄 ピーエス三菱

群馬県 前橋渋川ハ
｀
イハ

゜
ス利根川橋下部工事 閉竹中土木

18国橋第4-2号一般国道251号橋梁
補修工事

エイディ建設欄

小河原橋上り線 脚富士 ピーエス
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工 事 名 施 工
△
ム 社

第二名神 池田高架橋下り線 オリエンタル建設腑他 」V

宮ヶ島高架橋 オリエンタル、昭和 」V

柳川市 矢部川上部工 清水、川田」V

福島県 長田橋      (安 達郡) 欄富士ピーェス 東北工場

勝野高架橋 . (北 陸) 三井住友建設爛

福井県 吉峰高架橋 帥大林組

佐賀県 浜崎橋 オリエンタル建設lal

静岡県 新間谷川橋 F可音5日 卸]0剰

茅野市 御作田 5工区 帥 日本ピーエス

酒勾 1号橋 三井住友、みらい、田中」V

馬堀海岸高架橋 欄 日本ピーエス

第二東名 朝比奈川橋 川田建設、極東工業 」V

鹿児島 前川橋     (曽 於市) オリエンタル建設欄

坂戸 PC床版 ドー ピー建設欄

赤淵川橋 三井住友、興和コンクリー ト」V

長野市 茂管 1号橋 川田建設140

上伊佐布第 3高架橋 オリエンタル建設帥

沖縄県 浦添大橋補修工事 オリエンタル建設帥

さがみ縦貫相模原 ICその 6工事 l■0ピーエス三菱

八王子南 IC 欄星野組

北海道 」R旭川高架橋 清水、熊谷 」V

足利市 田島高架橋 常磐興産ピーシー帥

南津軽郡 川部跨線橋 高樋建設lal

新潟県 横山川橋 欄阿部 日鋼工業

静岡県 滝川橋 日本高圧、大日本土木 」V

北海道横断自動車道 鵡川橋 大成建設腑

千葉県 音羽浄水場    (夷 隅郡 ) 東和産業帥

茨城県 丸栄関東コンクリー ト欄茨城工場 丸栄関東コンクリー ト開
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工 事 名 施 工
△
ム 社

平成 19年 上伊差市第 3高架橋    静岡 オリエンタル建設腑

第二伊勢道 PC オリエンタル建設欄

宝浜防災工事   北海道広尾郡 北上・藤原・石橋 JV

前川橋         鹿児島 オ リエンタル建設腑

八問川Btt C p工 事    熊本 富士 ピーエス・興和 JV

武田橋上部工    山梨県韮崎市 オリエンタル建設腑

JR館野       北海道北斗市 鹿島建設備


