摩擦素子コート
施工日

施主名

工事名

平成20年 7月

本州四国連絡高速道路（株） 坂出管理ｾﾝﾀｰ

本四連絡橋 下津井瀬戸大橋 SBA4

平成20年 9月

国土交通省 九州地方整備局 下関港湾事務所

下関港（新港地区）橋梁 A1・A2

平成20年12月

中日本高速道路（株） 八王子支社 松本保全ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

長野自動車道岡谷Bランプ橋 PA-8下り線

平成21年 3月

富山県 小矢部土木事務所

小矢部大橋A1・A2

平成21年 8月

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所

西谷高架橋 A2・P2

平成21年11月

神戸市みなと総局

六甲大橋橋面舗装及び伸縮装置改良工事

平成21年12月

中日本高速道路（株）東京支社 静岡工事事務所

第二東名高速道路朝比奈川橋 A2上り線

平成22年 1月

西日本高速道路株式会社関西支社 枚方工事事務所

第二京阪高速道路茄子作地区高架橋 P113上下線

平成22年 1月

宮崎県 児湯農林振興局

柳瀬大橋 A1・A2

平成22年 1月

京都府 山城北土木事務所

隠元橋 東詰北側

平成22年 2月

中日本高速道路（株）東京支社 掛川工事事務所

第二東名高速道路睦美高架橋 P45・A2

平成22年 2月

国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所

第二京阪高速道路青山地区高架橋 P31・50上下線

平成22年 2月

西日本高速道路株式会社九州支社延岡高速道路事務所

東九州自動車道鳴子川橋 A1・A2

平成22年 2月

国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所

第二京阪高速道路私部西地区高架橋 P93上下線

平成22年 3月

神戸市 みなと総局

六甲大橋 P5・P8上下路

平成22年 3月

中日本高速道路（株）東京支社 静岡工事事務所

第二東名高速道路朝比奈川橋 A2上り線

平成22年 3月

西日本高速道路株式会社九州支社 延岡高速道路工事事務所

東九州自動車道大迫橋 A1・A2

平成22年 3月

中日本高速道路（株）東京支社 清水工事事務所

第二東名高速道路宍原第二高架橋

平成22年 3月

岡山県

単県道路工事63-4 2-1 （三海田橋）

平成22年 4月

中日本高速道路（株）東京支社 掛川工事事務所

第二東名高速道路園田高架橋 P19-1・A1・BA1

平成22年 5月

中日本高速道路（株）東京支社 浜松工事事務所

宮ヶ島高架橋

平成22年 6月

中日本高速道路（株）名古屋支社 名古屋工事事務所

東名阪自動車道扇川高架橋（鋼上部工）工事

平成22年 6月

西日本高速道路株式会社 関西支社福知山高速道路事務所

舞鶴若狭自動車道東勢高架橋

平成22年 7月

西日本高速道路株式会社関西支社福知山高速道路事務所

野代高架橋

平成22年 8月

仙台市 秋保総合支庁

（市）湯元湯向線 湯の橋歩道橋架設工事

平成23年 2月

中日本高速道路（株）名古屋支社 名古屋工事事務所

東名阪自動車道高針～有松間舗装工事

平成23年 2月

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所

野洲大橋

平成23年 2月

中日本高速道路㈱東京支社 静岡工事事務所

中ノ合高架橋

平成23年 3月

中日本高速道路㈱東京支社 沼津工事事務所

第二東名高速道路 上城高架橋(PC上部工)工事

平成23年 4月

千葉県香取地域整備センター

災害復旧（橋梁補修）工事（神崎大橋）

平成23年 5月

福岡北九州高速道路公社

福北５号線上り（仮称）

平成23年 6月

東日本高速道路㈱関東支社 三郷管理事務所

大泉ジャンクション Dﾗﾝﾌﾟ橋

平成23年 8月

中日本高速道路㈱東京支社 静岡工事事務所

入野高架橋

平成23年 8月

京都市

都市計画道路向日町上鳥羽線道路改築工事

平成23年 9月

首都高速道路株式会社

土木維持補修23-2(伸縮)

平成23年 9月

新潟県 南魚沼地域振興局

桐沢麓五日町停車場線緊急地方道（県道改築）八海橋上部製作架設工事

平成23年 10月

福岡北九州高速道路公社

平成23年度福岡高速土木維持補修業務

平成23年 10月

神戸市みなと総局

六甲大橋橋面舗装及び伸縮装置改良工事

平成23年 11月

静岡市

平成23年度 維１修第１号 葵大橋伸縮装置滑り止め修繕

平成23年 11月

東日本高速道路㈱東北支社 相馬工事事務所

常磐自動車道（片倉橋）鋼上部工事

平成23年 12月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 富士東舗装工事

平成23年 12月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 富士西舗装工事

平成24年 1月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 沼津舗装工事

平成24年 1月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 引佐舗装工事

平成24年 1月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 浜松舗装工事

平成24年 1月

国土交通省四国地方整備局 香川河川国道事務所

平成22年度 丸亀大橋拡幅工事

平成24年 2月

福岡県久留米県土

下田大橋

平成24年 2月

西日本高速道路株式会社関西支社 京都工事事務所

長岡京第二高架橋

平成24年 2月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 清水東舗装工事

平成24年 2月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 清水西舗装工事

平成24年 3月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 掛川舗装工事

平成24年 3月

中日本高速道路株式会社 東京支社

第二東名高速道路 静岡東舗装工事

平成24年 3月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成23年度美濃加茂 維持管内交通安全工事

平成24年 4月

東京都第一建設事務所

（仮称）橋りょう維持工事（その１）

神戸市

六甲大橋補修工

平成24年 7月

中日本高速道路株式会社名古屋支社豊田保全センター

東名高速道路 三ケ日～豊田間他２路線舗装補修工事

平成24年7月

東日本高速道路株式会社関東支社 千葉工事事務所

東関東自動車道 大栄ジャンクションAランプ橋(鋼上部工)工事

平成24年8月

首都高速道路株式会社

（高改関）環状６号線他道路管理工事（平成２４年度）

2012年6月

摩擦素子コート
施工日

施主名

工事名

平成24年11月

国土交通省中部地方整備局 飯田国道事務所

平成23年度 153号北部橋梁補修工事

平成24年11月

西日本高速道路株式会社九州支社 大分高速道路事務所

平成24年度 大分地区保全工事

平成24年12月

中日本高速道路株式会社東京支社 厚木工事事務所

首都圏中央連絡自動車道 金田高架橋(PC上部工)工事

平成24年12月

中日本高速道路株式会社東京支社 厚木工事事務所

首都圏中央連絡自動車道 関口橋（鋼上部工）工事

平成25年1月

中日本高速道路株式会社東京支社 厚木工事事務所

首都圏中央連絡自動車道 関口高架橋他３橋（ＰＣ上部工）南工事

平成25年1月

西日本高速道路株式会社中国支社 三次管理事務所

中国自動車道 三次ジャンクション舗装工事

平成25年2月

広島県 西部建設事務所

第二音戸摩擦素子コート工

平成25年2月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修24-3-10

平成25年3月

本州四国連絡高速道路株式会社

大鳴門橋２Ｐ道路伸縮装置表面処理工事

平成25年3月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 敦賀工事事務所

舞鶴若狭自動車道 谷川橋他１橋（鋼上部工）工事

平成25年3月

栗東水口道路石部他上部工事

平成25年5月

国土交通省近畿地方整備局 滋賀国道事務所
中日本高速道路株式会社名古屋支社 羽島保全・サービスセン
ター
中日本高速道路株式会社名古屋支社 敦賀工事事務所

平成25年6月

首都高速道路株式会社

（高負）大井JCT連絡路上部工事

平成25年10月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修24-3-10

平成25年10月

西日本高速道路株式会社九州支社下関管理事務所

平成25年度 九州支社橋梁保全工事（関門橋橋台補修）

平成25年10月

神戸市

灘大橋伸縮装置他改良工事

平成25年11月

西日本高速道路株式会社九州支社 鹿児島高速道路事務所

平成２５年度鹿児島地区保全工事

平成25年11月

奥州市

山居折居町線真城大橋橋梁修繕工事

平成25年11月

西日本高速道路株式会社九州支社下関管理事務所

平成25年度 九州支社橋梁保全工事（関門橋橋台補修）

平成26年1月

東京都 建設局 第五建設事務所

護岸復旧工事（２５五-補136）

平成26年1月

東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所

久喜白岡ジャンクション本線第2高架橋（鋼上部工）工事

平成26年2月

国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所

山形大橋他橋梁補修工事

平成26年2月

国土交通省近畿地方整備局 京都国道事務所

国道１７１号小畑橋他耐震補強工事

平成26年3月

西日本高速道路株式会社中国支社 三次管理事務所

中国自動車道 三次管理事務所管内舗装補修工事

平成26年3月

国土交通省関東地方整備局 北首都国道事務所

圏央道太田袋地区高架橋上部工事

平成26年3月

和歌山県海草振興局建設部

岬加太港線(加太大橋)橋りょう補修外合併工事

平成26年4月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修25-3

平成26年6月

西日本高速道路株式会社四国支社 徳島工事事務所

四国横断自動車道今切川橋(鋼上部工)工事

平成26年6月

西日本高速道路株式会社九州支社 下関管理事務所

平成26年度 九州支社橋梁保全工事

平成26年6月

西日本高速道路株式会社関西支社 大阪工事事務所

近畿自動車道 守口ジャンクション（鋼上部工）工事

平成26年6月

西日本高速道路株式会社関西支社 南大阪高速道路事務所

大和郡山ジャンクション Ｃランプ橋他5橋（鋼上部工）工事

平成26年6月

国土交通省 関東地方整備局

幸手地区高架橋（その6）架設床版工事

平成26年7月

首都高速道路株式会社

（高負）大井JCT連結路上部工事

平成26年7月

東日本高速道路株式会社東北支社 いわき工事事務所

常磐自動車道 高瀬川橋（鋼上部工）工事

平成26年7月

西日本高速道路株式会社九州支社 下関管理事務所

平成26年度 九州支社橋梁保全工事

平成26年8月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 豊田工事事務所

新東名高速道路 岡崎サービスエリアランプ橋他２橋(PC上部工)工事

平成26年8月

中日本高速道路株式会社 中部地区支配人付 豊川工事事務所 新東名高速道路 矢畑川橋他3橋(PC上部工)工事

平成26年10月

東京都第五建設事務所

環状第2号線隅田川橋りょう(仮称)鋼けた製作・架設工事(23五-環2)

平成26年11月

首都高速道路株式会社

（高負）大井JCT連結路上部工事

平成26年11月

西日本高速道路株式会社四国支社 高知管理事務所

高知地区保全工事ジョイント補修工事 曽我部川橋

平成26年12月

東日本高速道路株式会社東北支社 いわき工事事務所

常磐自動車道 羽黒川橋(上部工)工事

平成27年1月

首都高速道路株式会社

王子南出入口他上部・橋脚工事

平成27年1月

東日本高速道路株式会社関東支社 さいたま工事事務所

首都圏中央連絡自動車道 五霞高架橋（鋼上部工）工事

平成27年1月

東日本高速道路株式会社関東支社 さいたま工事事務所

首都圏中央自動車道境高架橋(鋼上部工)工事

平成27年3月

東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所

首都圏中央連絡自動車道 桶川第１高架橋（鋼上部工）工事

平成27年3月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成25年度 西之川高架橋中鋼上部工事

平成27年3月

東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所

首都圏中央連絡自動車道 幸手舗装工事

平成27年6月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修26-3

平成27年6月

東日本高速道路株式会社関東支社 さいたま工事事務所

首都圏中央連絡自動車道 桶川第3高架橋(鋼上部工)工事

平成27年7月

大阪市建設局西部方面管理事務所市岡工営所

西部方面管理事務所管内橋梁補修工事

平成27年8月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修27-3

平成27年9月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 四日市工事事務所

新名神高速道路 北山第二跨道橋他１橋（鋼上部工）工事

平成25年4月

名神高速道路 羽島管内維持修繕業務 一宮JCT Dランプ橋 摩擦素子コート工
舞鶴若狭自動車道 谷川橋他１橋（鋼上部工）工事

摩擦素子コート
施工日

施主名

工事名

平成27年10月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 豊田保全サービス・セン
ター
首都高速道路㈱神奈川建設局

平成27年10月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 四日市工事事務所

新名神高速道路四日市ジャンクションＢランプ橋他5橋(ＰＣ上部工)工事

平成27年10月

西日本高速道路株式会社関西支社 神戸管理事務所

須磨ＴＢ摩擦素子

平成27年10月

中日本高速道路株式会社名古屋支社

東海北陸自動車道 八百僧橋他3橋(PC上部工)工事

平成27年10月

首都高速道路株式会社 神奈川建設局

YK42工区(2)・YK43工区(B(2)・D(2)・F(1)・H連結路)上部・橋脚工事

平成27年10月

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 四日市工事事務所

新名神高速道路 池底高架橋他２橋（鋼上部工）工事

平成27年11月

西日本高速道路株式会社中国支社 三次高速道路事務所

中国自動車道 吹矢谷他 1橋床板補修工事

平成27年12月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 四日市工事事務所

新名神高速道路 四日市ジャンクション第一橋他４橋（鋼上部工）工事

平成27年12月

高知県中央西土木事務所越知事務所 道路課 道路第二班

県道伊野仁淀線（横倉橋） 交通安全施設修繕

平成27年12月

国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所

湾岸道路本牧地区３・４号橋工事

平成27年12月

東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所

東京外環自動車道 新葛飾橋(鋼上部工)工事

平成27年12月

東日本高速道路株式会社関東支社 千葉工事事務所

東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋北（鋼上部工）工事

平成28年1月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 豊田工事事務所

新東名高速道路豊田舗装工事

平成28年2月

国土交通省 関東地方整備局

町田立体高架橋架設工事

平成28年2月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修27-3

平成28年2月

国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所

湾岸道路本牧地区１号橋上部工事

平成28年3月

千葉県企業庁臨海管理事務所

高洲・明海間橋梁引継補修工事(日の出橋その2)

平成28年3月

関東地方整備局

Ｈ２５横浜町田立体耐震補強工事

平成28年3月

西日本高速道路株式会社関西支社 神戸管理事務所

中国自動車道 尼子川橋 摩擦素子コート工（仮）

平成28年4月

西日本高速道路株式会社中国支社 三次高速道路事務所

中国自動車道 吹矢谷他 1橋床板補修工事

平成28年5月

首都高速道路株式会社 神奈川建設局

YK43工区(A・C連結路)上部・橋脚工事

平成28年5月

首都高速道路株式会社 神奈川建設局

YK42工区(2)・YK43工区(B(2)・D(2)・F(1)・H連結路)上部・橋脚工事

平成28年6月

土木維持補修27-3

平成28年6月

首都高速道路株式会社神奈川管理局
中日本高速道路株式会社名古屋支社 豊田保全・サービスセン
ター
国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所

平成28年7月

国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所

中部横断宮原跨線橋上部工事

平成28年7月

中日本高速道路株式会社

中部横断自動車道 富士川橋(鋼上部工)工事

平成28年8月

首都高速道路株式会社 神奈川建設局

(高負)YK42工区(1-2)YK43工区(B(1)・D(1)連結路)上部・橋脚工事

平成28年8月

国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所

中部横断富士川橋上部工事

平成28年9月

福井県奥越土木事務所

橋梁補修工事(防災・安全交付金)その1工事

平成28年9月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修28-3

平成28年9月

国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所

平成26年度 東海環状東員員弁南高架橋 鋼上部工事

平成28年9月

東日本高速道路株式会社関東支社 千葉工事事務所

東京外環自動車道小山高架橋(ＰＣ上部工)工事

平成28年10月

東名高速道路 守山スマートインターチェンジDランプ他1橋(鋼上部工)工事

平成28年10月

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 名古屋工事事務所
中日本高速道路株式会社名古屋支社 豊田保全・サービスセン
ター
東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所

平成28年10月

東京都第一建設事務所

佃大橋(本橋)耐震補強工事(落橋防止)

平成28年11月

中日本高速道路株式会社 東京支社 清水工事事務所

中部横断自動車道 吉原高架橋(鋼上部工)工事

平成28年12月

中日本高速道路株式会社名古屋支社桑名保全・サービスセンター 伊勢湾岸自動車道木曽岬高架橋他2橋伸縮装置改良工事

平成28年12月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修28-3

平成29年1月

首都高速道路株式会社神奈川建設局

(高負)YK34工区～YK43工区他区画線他工事

平成29年1月

東日本高速道路株式会社関東支社 水戸工事事務所

首都圏中央連絡自動車道常総舗装工事

平成29年1月

東日本高速道路株式会社 関東支店 千葉工事事務所

京葉道路 鬼高パーキングエリア橋(鋼上部工)工事

平成29年1月

東日本高速道路株式会社関東支社 水戸工事事務所

首都圏中央連絡自動車道坂東舗装工事

平成29年1月

首都高速道路株式会社神奈川建設局

(高負)YK34工区～YK43工区他区画線他工事

平成29年2月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成２６年度 東海環状牧田川橋内回り鋼上部工事

平成29年2月

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成27年度東海環状 高田南高架橋鋼上部工事

平成29年2月

西日本高速道路株式会社関西支社 神戸管理事務所

中国自動車道 尼子川橋 摩擦素子コート工

平成29年2月

国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所

平成27年度東海環状 高田北高架橋鋼上部工事

平成29年2月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成２６年度 東海環状牧田川橋外回り鋼上部工事

平成29年2月

首都高速道路株式会社神奈川建設局

(高負)YK34工区～YK43工区他区画線他工事

平成29年3月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成27年度東海環状除川高架橋鋼上部工事

平成29年3月

高知県中央西土木事務所越知事務所

県道伊野仁淀線交通安全施設修繕業務

平成29年3月

国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所

平成27年度 東海環状大安付替舗装工事

平成29年3月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成２６年度 東海環状養老JCT本線橋鋼上部工事

平成29年3月

愛知県豊田加茂建設事務所

街路改良工事（交付金）4号工

平成29年3月

国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所

中部横断常葉川橋他上部工事

平成27年9月

平成28年6月

平成28年10月

伊勢湾岸自動車道北崎高架橋他3橋伸縮装置改良工事
ＹＫ１３工区（２）～ＹＫ２１工区上部工事

伊勢湾岸自動車道名和高架橋他3橋伸縮装置改良工事
中部横断三沢川橋上部工事

伊勢湾岸自動車道名和高架橋他3橋伸縮装置改良工事
東京外環自動車道 高州高架橋（鋼上部工）南工事

摩擦素子コート
施工日

施主名

工事名

平成29年3月

茨城県

27国補緊道第3-1-2号橋梁上部工事((仮称)船渡大洗陸橋)

平成29年4月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成２７年度 東海環状金草川橋鋼上部工事

平成29年4月

中日本高速道路株式会社 東京支社 厚木工事事務所

新東名高速道路 厚木第一高架橋（鋼上部工）工事

平成29年4月

中日本高速道路株式会社 東京支社 厚木工事事務所

新東名高速道路 相模川橋(鋼上部工)工事

平成29年5月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修28-3 【鶴見つばさ橋】

平成29年6月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成27年度 東海環状揖斐川橋鋼上部工事

平成29年7月

中日本高速道路株式会社名古屋支社豊田保全・サービスセンター 伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事(平成28年度)

平成29年8月

愛知県

平成28年度 豊田出張所管内橋梁補強補修工事

平成29年8月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 四日市工事事務所

新名神高速道路小牧高架橋他2橋(PC上部工)工事

平成29年8月

東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉工事事務所

東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋南（鋼上部工）工事

平成29年8月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修29-3

平成29年9月

大阪市

南部管内橋梁維持補修（高野大橋）

平成29年10月

首都高速道路株式会社

高速横浜環状北西線 港北ジャンクション他上部・橋脚工事

平成29年10月

国土交通省東北地方整備局 三陸国道事務所

国道45号 摂待道路工事

平成29年11月

中日本高速道路株式会社東京支社 南アルプス工事事務所

中部横断自動車道福士川第一橋工事

平成29年11月

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 道路管理第二課 平成28年度 小船越地区橋梁床版工工事

平成29年11月

国土交通省中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年11月

中日本高速道路株式会社名古屋支社豊田保全・サービスセンター 伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事(平成28年度)

平成29年12月

東日本高速道路株式会社東北支社 山形工事事務所

平成29年12月

西日本高速道路株式会社九州支社 宮崎工事事務所

平成29年12月

中日本高速道路株式会社東京支社 厚木工事事務所

新東名高速道路 南三間橋他3橋(鋼上部工)工事

平成29年12月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修29-3

平成30年1月

首都高速道路株式会社

HM11工区～HM13工区上部・橋脚工事

平成30年1月

国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所

国道16号町田立体オンランプ橋上部工 【オンランプ】

平成30年2月

首都高速道路株式会社 神奈川建設局 横浜工事事務所

(高負)YK41工区他高架下歩道工事

平成30年2月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成28年度 東海環状西座倉高架橋鋼上部工事

平成30年2月

東京都板橋区

道路補修工事（24）

平成30年2月

東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉工事事務所

東京外環自動車道 高谷地区舗装工事 【高谷地区】

平成30年2月

山梨県 中部横断自動車道推進事務所

B17004A一般県道割子切石線(仮称)中富橋下田原31工区階段工事

平成30年3月

国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所

国道16号町田立体オフランプ橋上部工 【オフランプ】

平成30年3月

東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉工事事務所

東京外環自動車道 松戸地区舗装工事 【松戸地区】

平成30年4月

西日本高速道路株式会社九州支社

（30事開）九州支社管内軸重計設備載荷板補修作業

平成30年4月

西日本高速道路株式会社四国支社

（30事開）愛媛管内管内軸重計設備載荷板補修作業

平成30年4月

西日本高速道路株式会社中国支社

(30事開）中国支社管内軸重計設備荷重検出器保守作業

平成30年4月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 四日市工事事務所

新名神高速道路小牧高架橋他2橋(PC上部工)工事

平成30年5月

国土交通省中部地方整備局 北勢国道事務所

平成28年度東海環状北金井3橋梁鋼上部工工事

平成30年6月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修29-3

平成30年6月

国土交通省中部地方整備局 北勢国道事務所

平成28年度 東海環状 長深1高架橋鋼上部工事（外回り）

平成30年7月

東京都建設局第一建設事務所庶務課

環2勝どき高架橋(仮称)ほか付帯工事(29一-環2勝どき)

平成30年7月

中日本高速道路株式会社名古屋支社豊田保全・サービスセンター 伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事(平成29年度)

平成30年8月

中日本高速道路株式会社 関東支社 厚木工事事務所

新東名高速道路 高森第一高架橋（鋼上部工）工事

平成30年8月

首都高速道路株式会社神奈川管理局

土木維持補修30-3

平成30年8月

関東地方整備局 甲府河川工事事務所

中部横断宮原沢川橋上部工事

平成30年8月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 岐阜工事事務所

東海北陸自動車道鷲見橋工事

平成30年9月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状長深２橋梁鋼上部工事

平成30年9月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状南大社４高架橋鋼上部工事

平成30年9月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状大泉２高架橋鋼上部工事

平成30年9月

北勢国道事務所

平成29年度 東海環状北金井２高架橋

平成30年9月

東京都第一建設事務所

環2地下トンネル(仮称)及び築地換気所(仮称)ほか築造工事(27-一環築地工区)

平成30年9月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成３０年度 東海環状宇賀川橋床版工事

平成30年10月

国土交通省中部地方整備局 名四国道事務所

平成28年度 153号豊田北BP矢作川橋西鋼上部工事

平成30年10月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東一色高架橋鋼上部工事

平成30年10月

国道交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状南大社2高架橋鋼上部工事

平成30年10月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状 南大社6高架橋鋼上部工事

平成30年10月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状南大社５高架橋鋼上部工事

平成30年10月

北勢国道事務所

平成29年度 東海環状北金井1高架橋

平成30年10月

国土交通省中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状 長深５高架橋内回り鋼上部工事

平成30年10月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状大泉２高架橋鋼上部工事

平成28年度東海環状北金井4北高架橋PC上部工事

東北中央自動車道 白竜大橋（鋼上部工）工事

摩擦素子コート
施工日

施主名

工事名

平成30年10月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状大木高架橋鋼上部工事

平成30年10月

中日本高速道路株式会社名古屋支社 岐阜工事事務所

東海北陸自動車道中西高架橋工事

平成30年11月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状長深4橋梁鋼上部工事

平成30年11月

中日本高速道路株式会社名古屋支社豊田保全・サービスセンター 伊勢湾岸自動車道豊田管内伸縮装置改良工事(平成29年度)

平成30年11月

中日本高速道路株式会社東京支社厚木工事事務所

新東名高速道路高森第二高架橋他4基（鋼上部工）工事

平成30年12月

国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所

平成29年度 東海環状 南大社1高架橋鋼上部工事

平成30年12月

国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所

平成29年度 東海環状福田第一高架橋内回り鋼上部工事

平成30年12月

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度 東海環状福田第１高架橋外回り鋼上部工事

平成30年12月

神奈川県 横浜市道路局 横浜環状北西線 建設課

高速横浜環状北西線(下谷本地区)街路整備工事(橋りょう上部工)(その2)

平成30年12月

東京都第六建設事務所

HM11工区HM12工区基礎・下部・土工事

平成31年1月

国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所

平成28年度 東海環状赤坂北第一高架橋鋼上部工事

平成31年1月

和歌山県 那賀振興局建設部

泉佐野岩出線外1線道路改良工事

平成31年1月

東京都練馬区土木部計画課

橋梁補修工事（山下橋）

平成31年2月

中日本高速道路株式会社 東京支社 厚木工事事務所

新東名高速道路 歌川橋他1橋（鋼上部工）工事

平成31年2月

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度 東海環状西座倉第2高架橋鋼上部工事

平成31年3月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度東海環状瀬古第1高架橋ＰＣ上部工事

平成31年3月

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度東海環状福田第3高架橋外回り鋼上部工事

平成31年3月

千葉県葛南土木事務所

県単道路改良工事(妙典外安全施設工)

平成31年3月

国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所

中部横断入ノ沢川橋上部工事

平成31年3月

神奈川県横浜市道路局横浜環状北西線建設課

高速横浜環状北西線(東方・川向地区)街路整備工事(橋りょう上部工)

平成31年3月

国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所

平成29年度 東海環状加納第1高架橋鋼上部工事

平成31年3月

中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度 東海環状福田第3高架橋内回り鋼上部工事

平成31年4月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度東海環状池尻第１高架橋鋼上部工事

平成31年4月

国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度 東海環状神戸第3高架橋鋼上部工事

平成31年4月

国土交通省中部地方整備局 岐阜国道事務所

平成29年度東海環状瀬古第2高架橋鋼上部工事

