
フィニッシュコート採用実績（土木） 1/6２０２２年度

№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 国土交通省 北海道開発局 北海道 ウトロ漁港 南防波堤建設工事 堀松・白崎経常建設

2 国土交通省 北海道開発局 北海道 歯舞漁港ブロック製作その他工事 渡辺建設工業

3 国土交通省　中部地方整備局 静岡 令和3年度　河津下田道路河津トンネル小鍋地区舗装工事 前田道路

4 国土交通省 中国地方整備局 広島 令和3年度安芸バイパス熊野川高架橋第2PC上部工事 富士ピー・エス

5 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 山梨 中央新幹線第四南巨摩トンネル工事 大林組

6 東日本高速道路 北海道 水車川橋耐震補強工事 TSUCHIYA

7 茨城県 茨城 橋梁上部工事(仮称)北田気大橋(その２) ㈱横河NSエンジニアリング

8 島根県 島根 元町人麿線 防災安全交付金(街路) 須子高架橋橋梁上部工工事 極東興和

9 札幌市 北海道 防災・安全交付金事業 3・4・54宮の森・北24条通北24条桜大橋(上部工)新設工事 岩田地崎建設

10 京都市 京都 鳥羽水環境保全センター塩素混和池築造工事 鴻池組

日本コンクリート技術㈱



フィニッシュコート採用実績（土木） 2/6

２０２１年度

№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 国土交通省 北海道開発局 北海道 落石漁港-4.0M岸壁改良その他工事 渡辺建設工業

2 国土交通省 北海道開発局 北海道 天塩港航路浚渫その他工事 堀松・萌州　経常建設

3 国土交通省　関東地方整備局 長野 R2国道158号奈川渡改良2号トンネル舗装工事 前田道路

4 国土交通省　中部地方整備局 静岡 １号島田金谷地区下部工事 正光建設

5 国土交通省　中国地方整備局 島根 令和2年度静間仁摩道路静間インター橋外PC上部工事 極東興和

6 国土交通省　中国地方整備局 島根 三隅高架橋工事 株式会社IHIインフラシステム

7 国土交通省　九州地方整備局 福岡 福岡２０８号　早津江川橋上部工（ＡＰ４―ＡＰ１１）工事 安部日鋼工業

8 国土交通省　九州地方整備局 福岡 福岡3号　春の町ランプ橋上部工（P3-P8)工事 安部日鋼工業

9 国土交通省　九州地方整備局 福岡 国道389号広域連携交付金（下田南３号トンネル）工事 中村・吉田・苓州

10 国土交通省　九州地方整備局 福岡 赤谷川災害改良復旧附帯県道真竹橋架替外工事 飛島建設

11 国土交通省　九州地方整備局 福岡 長崎497号松浦7号橋上部工(P5～A2)工事 安部日鋼工業

12 農林水産省　東北農政局 青森 新堰幹用水路３工区工事 江良組

13 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 福井 北陸新幹線　敦賀駅高架橋他工事 竹中土木・佐田建設・塩浜工業

14 中日本高速道路 東京 新湘南バイパス下町屋高架橋北耐震補強工事 ライト工業

15 中日本高速道路 神奈川 新東名高速道路　取山トンネル工事 大林組・鴻池組

16 中日本高速道路 神奈川 新湘南バイパス西久保高架橋西綱橋耐震工事（西工区） 双栄基礎工業

17 中日本高速道路 大阪 新名神高速道路　成合第一高架橋工事 大成建設・極東興和・村本建設

18 西日本高速道路 京都 新名神高速道路　城陽第３高架橋工事 三井・日本ファブテック

19 本州四国連絡高速道路 岡山 西田高架橋他９橋耐震補強工事 飛島建設

20 東京都道路整備保全公社 東京 佃大橋（取付部）長寿命化工事 大木建設

21 宮崎県県土整備部道路公社 宮崎 　一ツ葉橋耐震補強工事  (株)谷口重機建設

22 北海道 北海道 1007海岸保全茶志骨第2 地区 2工区 渡辺建設工業

23 宮城県 宮城 みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）橋梁上部工（加賀野高架橋）その３工事 東日本コンクリート

24 埼玉県 埼玉 三郷流山橋有料道路（仮称）三郷流山橋取付橋Ａ２橋台工工事 島田建設工業

25 兵庫県 兵庫  赤穂港御崎地区防潮堤改修工事（その２） 袖長建設

26 奈良県 奈良 一般国道309号丹生橋橋脚補修工事 亮建設

27 石川県 石川 令和3年度 県営震災対策農業施設整備事業　梯川右岸第2地区耐震補強工事 ウエストサークル

28 福岡県 福岡 国道443号三橋瀬高バイパス左岸取付橋橋梁上部工工事 安部日鋼工業

29 福岡県 福岡 県道船越前原線新加布羅橋（仮称）橋梁上部工工事 富士ピー・エス

30 福岡県 福岡 手野地区治山工事 小西建設工業

31 福岡県 福岡 県道佐賀八女線大清橋橋梁上部工工事 富士ピー・エス

32 川西市 兵庫 市道898号橋梁補修工事(一庫新橋1号、2号橋)その他 オカモト・コンストラクション・システム

33 福岡市 福岡 市道千代今宿線（興徳寺橋）上部工築造工事 富士ピー・エス

34 添田町 福岡 新城・赤村線道路改良岩瀬橋道路拡幅工事 佐藤工事

日本コンクリート技術㈱



フィニッシュコート採用実績（土木） 3/6２０２０年度

№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 国土交通省　北海道開発局 北海道 根室港(花咲地区)外1港ケーソン製作その他工事 勇建設

2 国土交通省　北海道開発局 北海道 落石漁港（浜松地区）突堤建設その他工事 岩倉建設・渡辺建設工業

3 国土交通省　北海道開発局 北海道 苫小牧港管理組合埠頭改修工事 地崎道路

4 国土交通省　東北地方整備局 宮城 気仙沼1号トンネル外舗装工事 前田道路

5 国土交通省　中部地方整備局 愛知 令和元年度 三遠道路4号橋PC上部工事 極東興和

6 国土交通省　中部地方整備局 三重 平成31年度 42号小日向谷川橋鋼上部工事 駒井ハルテック

7 国土交通省　近畿地方整備局 兵庫 相生有年道路有年原地区函楽他工事 神崎組

8 国土交通省　中国地方整備局 山口 佐波川睦美橋ＰＣ上部工事 極東興和

9 国土交通省　中国地方整備局 島根 三隅・益田道路滝見高架橋PC上部工事 富士ピー・エス

10 国土交通省　中国地方整備局 鳥取 令和２年度国道９号北条高架橋第１ＰＣ上部工事 極東興和

11 国土交通省　四国地方整備局 徳島 平成30-32年度沖洲高架橋上部（P10-14）工事 IHIインフラシステム

12 国土交通省　四国地方整備局 高知 平成３０ー３２年度　高知中央ＩＣ　Ｃ，Ｄランプ橋上部工事 ㈱横河NSエンジニアリング

13 国土交通省　四国地方整備局 徳島 津田高架橋 日立造船

14 国土交通省　九州地方整備局 福岡 博多港（アイランドシティ地区）道路橋梁上部４工区工事 横河ＮＳエンジニアリング・横河ブリッジ

15 国土交通省　九州地方整備局 宮崎 荒襲谷導流工橋梁上部工外工事 富士ピー・エス

16 国立療養所 星塚敬愛園 鹿児島 国立療養所星塚敬愛園高架水槽更新工事 安部日鋼工業

17 北海道 北海道 女満別空港Bエプロン改良工事 地崎道路

18 新潟県 新潟 猿橋橋上部工工事 川田建設・岡田土建工業

19 愛知県 愛知 新岩倉用水地区その6工事 勝建設

20 奈良県 奈良 なら歴史芸術文化村 大日本土木

21 広島県 広島 弁財天加計線橋梁 極東興和

22 島根県 島根 斐川上島1号橋 極東興和

23 愛媛県 愛媛 岩城橋(取付高架橋)床板工事 三井住友建設

24 福岡県 福岡 県道筑紫野古賀線大隈高架橋（仮称）橋梁上部工（Ｐ１６～Ｐ２１）工事 富士ピー・エス

25 長崎県 長崎 中尾川(ハ)通常砂防工事 浜田組

26 宮城県 宮城 八志田堰用水路工事 佐々木工務所

27 沖縄県 沖縄 H30南部東道路橋梁上部工工事(大城高架橋) 富士ピー・エス・小波津組

28 石巻市 宮城 七窪蛇田線橋梁上部工新設工事 瀬崎組

29 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 福井 北陸新幹線　第1下粟津橋りょう(PCけた)　指中・高間川橋りょう工事 ピー・エス三菱

30 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 福井 北陸新幹線　敦賀駅高架橋他工事 竹中土木・佐田建設・塩浜工業

31 水資源機構　利根導水総合事務所 新潟 大規模耐震対策　利根大堰５号堰柱外耐震補強工事 あおみ建設

32 中日本高速道路 神奈川 新湘南バイパス下町屋高架橋北耐震補強工事 ライト工業

33 中日本高速道路 静岡 新東名高速道路新駒門東第一高架橋他２橋（鋼上部工）工事 ＪＦＥエンジニアリング・横河ブリッジ

34 中日本高速道路 愛知 名古屋第二環状自動車道春田野第二高架橋他７橋（鋼上部工）工事 三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング・横河住金ブリッジ・宇部興産機械

35 西日本高速道路 大阪 新名神高速道路　成合第一高架橋 大成建設・極東興和・村本建設

36 西日本高速道路 和歌山 野口高架橋 横河ブリッジ

37 西日本高速道路 鳥取 米子自動車道　小江尾川橋（ＰＣ上部工）工事 安部日鋼工業

日本コンクリート技術㈱



フィニッシュコート採用実績（土木） 4/6２０１９年度

№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 国土交通省　北海道開発局 北海道 苫小牧港西港区　-3m物揚場C2工区・物揚場C1工区　改良工事　 機械開発北旺・堀松　経常建設

2 国土交通省　北海道開発局 北海道 落石漁港(浜松地区)防波堤建設その他工事 渡辺建設工業

3 国土交通省　北海道開発局 北海道 落石漁港(落石地区)建設工事 真壁建設

4 国土交通省　北海道開発局 北海道 遠別漁港建設工事 堀松建設工業

5 国土交通省　北海道開発局 北海道 一般国道36号　千歳市　千歳橋上部工事 砂子組

6 国土交通省　東北地方整備局 岩手 (仮称)野田2号橋外上部工工事 川田建設

7 国土交通省　東北地方整備局 宮城 中島地区道路改良舗装工事 前田道路

8 国土交通省　関東地方整備局 神奈川 横浜湘南道路工事 ノバック

9 国土交通省　関東地方整備局 山梨 中部横断時雨沢川橋上部工事 オーテック　

10 国土交通局　中部地方整備局 静岡 平成30年度　1号笹原山中BPエビノ木3号橋PC上部工事 極東興和

11 国土交通省　中部地方整備局 静岡 国道1号線　笹原山中バイパス　4号橋 極東興和

12 国土交通省　近畿地方整備局 宮城 相生有年道路有年原地下道擁壁その他工事 神崎組

13 国土交通省　中国地方整備局 広島 大屋大川支川渓流砂防堰堤工事 増岡組

14 国土交通省　四国地方整備局 愛媛 平成30－31年度余戸南第1高架橋上部工事 富士ピー・エス

15 国土交通省　四国地方整備局 徳島 平成30-31年度　津田高架橋下部(P7)工事 姫野組

16 国土交通省　四国地方整備局 高知 平成30-31年度　絶海池第２橋上部工事 三井住友建設

17 国土交通省　四国地方整備局 高知 葛島第一高架橋 横河ブリッジ

18 国土交通省　九州地方整備局 福岡 筑後川橋上部工（A1-P6） ピーエス三菱

19 国土交通省　九州地方整備局 福岡 平成30年度北九州空港エプロン・誘導路新設工事 前田道路

20 国土交通省　九州地方整備局 福岡 福岡208号　浦島橋上部工工事 東日本コンクリート

21 国土交通省　九州地方整備局 宮崎 令和元年度宮崎大橋（Ｐ１～Ｐ５）耐震補強工事 南星・稔

22 国土交通局　九州地方整備局 鹿児島 鹿児島3号前田川橋上部工（P5～A2）工事 安部日鋼工業

23 防衛省　北関東防衛局 茨城 百里（３０）貯蔵庫新設土木その他工事 ノバック

24 北海道　根室振興局 北海道 北海道太平洋東部地区根室太平洋漁礁設置工事 渡辺・上田・寺井

25 宮城県 宮城 広浦橋上部工工事 東日本コンクリート

26 宮城県 宮城 八志田堰用水路工事 オイデック

27 福島県 福島 道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）　仮称　内倉1号橋 アドマック・IHIインフラ建設

28 三重県 三重 木興町農業用水路整備工事 堀池組

29 愛媛県 愛媛 一般県道岩城弓削線　岩城橋建設工事(その2) 三井住友建設・三井造船鉄構エンジニアリング・昭和コンクリート工業

30 愛媛県 愛媛 岩城橋(取付高架橋)床板工事 三井住友建設

31 長崎県 長崎 長崎魚市場棟Ⅱ期工事（１工区） 上滝・三基

32 仙台市 宮城 南鍛冶町橋梁上部工工事その４ 東日本コンクリート

33 和歌山市 和歌山 田ノ浦漁港災害復旧工事(沖防波堤C) 坂口興業

34 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 石川 北陸新幹線、第4矢田野橋りょう(PCけた) ピーエス三菱

35 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 石川 北陸新幹線　第１下粟津橋りょう（PCけた） ピーエス三菱

36 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 石川 加賀温泉駅高架橋工事 極東興和

37 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 福井 北陸新幹線、深山トンネル 三井住友・極東興和・道端

38 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、鈴田川橋りょう(PCけた) 安部日鋼工業

39 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、東大川橋りょう（PCけた） 富士ピー・エス・川田建設

40 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、新大村駅高架橋他 五洋・梅林・三基J

41 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、鈴田川橋りょう(PCけた) 安部日鋼工業

42 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、大上戸川橋りょう工事/新大村STBV ピーエス三菱

43 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、東大川橋りょう(PCけた) 富士ピー・エス・川田建設

44 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線、城平橋りょう(PCけた) 安部日鋼工業

45 中日本高速道路 静岡 新駒門東第二高架橋 横河ブリッジ

46 西日本高速道路 山口 中国自動車道 湯田PAスマートインターチェンジ橋架設工事 宇部興産機械

47 西日本高速道路 熊本 上本村川橋 コーアツ工業

48 西日本高速道路 熊本 東ノ迫池橋 コーアツ工業

日本コンクリート技術㈱



フィニッシュコート採用実績（土木） 5/6２０１８年度

№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

1 国土交通省　北海道開発局 北海道 石狩川改修工事の内江別太遊水地西13号周囲堤外工事 砂子組

2 国土交通省　北海道開発局 北海道 天塩港建築工事 白鳥建設工業

3 国土交通省　北海道開発局 北海道 留萌川改修附帯工事の内　留萌川導流堤建設外工事　 堀松建設工業

4 国土交通省　北海道開発局 北海道 留萌港外１港建設工事 堀松建設工業

5 国土交通省　北海道開発局 北海道 函館新外環状道路函館市日吉改良工事 高木組

6 国土交通省　北海道開発局 北海道 根室港（花咲地区）-5.5M岸壁（改良）工事 真壁建設

7 国土交通省　北海道開発局 北海道 苫前漁港西外護岸その他工事 白鳥建設工業

8 国土交通省　東北地方整備局 岩手 国道45号 高家川橋上部工工事 極東興和

9 国土交通省　東北地方整備局 山形 H29-30新庄戸沢地区舗装修繕工事 前田道路

10 国土交通省　東北地方整備局 福島 吾妻橋床版取替工事 IHIインフラ建設

11 国土交通省　東北地方整備局 福島 平成29～30年度　塩手山トンネル舗装工事 前田道路

12 国土交通省　関東地方整備局 千葉 H29・H30千葉出張所管内維持工事 ニューテック康和

13 国土交通省　中部地方整備局 岐阜 平成29年度　東海環状福田第１高架橋内回り鋼上部工事 IHIインフラシステム

14 国土交通省　中部地方整備局 岐阜 東海環状瀬古第2高架橋鋼上部工事 川田工業

15 国土交通省　中部地方整備局 愛知 平成28年度23号蒲郡BP五井清田地区道路建設工事 近藤組

16 国土交通省　中部地方整備局 愛知 23号蒲郡BP五井清田地区道路建設工事 近藤組

17 国土交通省　中部地方整備局 愛知 H29年度　23号蒲郡BP為当第1橋西下部工事 近藤組　

18 国土交通省　中部地方整備局 三重 平成29年度　東海環状南大社４高架橋鋼上部工事 IHIインフラシステム

19 国土交通省　中部地方整備局 三重 平成29年度　東海環状長深5高架橋内回り鋼上部工事 横河ブリッジ

20 国土交通省　中部地方整備局 三重 平成29年度　東海環状南大社4高架橋鋼上部 工事 IHIインフラシステム

21 国土交通省　近畿地方整備局 福井 大野油坂道路下唯野跨道橋他上部工事 極東興和

22 国土交通省　近畿地方整備局 兵庫 日高豊岡南道路水上橋上部工事 極東興和

23 国土交通省　近畿地方整備局 兵庫 国道2号相生有年道路有年原函渠工事 神崎組

24 国土交通省　近畿地方整備局　 兵庫 相生有年道路有年原地区擁壁工事 家島建設

25 国土交通省　中国地方整備局 岡山 倉敷立体・船穂高架橋鋼上部工事 横河住金ブリッジ

26 国土交通局　中国地方整備局 岡山 倉敷立体高梁川大橋鋼上部工工事 横河ブリッジ

27 国土交通省　中国地方整備局 広島 広島西部山系あさひが丘3号砂防堰堤工事 増岡組

28 国土交通省　中国地方整備局 山口 長門俵山道路柿木原第2橋PC上部工事 極東興和

29 国土交通省　四国地方整備局 愛媛 平成29年-30年度余戸西第5高架橋上部工事 三井住友建設

30 国土交通省　四国地方整備局 高知 平成30年度　五台山第4高架橋上部第2工事 三井住友建設

31 国土交通省　九州地方整備局 福岡 筑後川橋上部工A1-P6　工事 ピーエス三菱

32 国土交通省　九州地方整備局 宮崎 高鍋大橋橋梁耐震補強工事 田中総業　「㈱増田工務店」

33 国土交通省　九州地方整備局 宮崎 宮崎ロッキング橋梁補強工事 極東興和

34 国土交通省　九州地方整備局 熊本 平成29年度災害復旧熊本57号二番東原橋上部工工事 富士ピー・エス

35 国土交通省　九州地方整備局 鹿児島 東九州道（大崎～鹿屋）細山田橋上部工工事 安部日鋼工業

36 国土交通省　九州地方整備局 鹿児島 東九州道（志布志～大崎）坂上跨道橋上部工工事 ピーエス三菱

37 国土交通省　九州地方整備局 鹿児島 細山田橋 安部日鋼工業

38 国土交通局　九州地方整備局 鹿児島 前田川橋 安部日鋼工業

39 農林水産省　東北農政局 青森 銀頭首工補修（その2）工事 村上組

40 農林水産省　東海農政局 愛知 新濃尾（二期）地区新木津用水路小牧下末工区その2工事 共和

41 防衛省　九州防衛局 福岡 鳥栖(28)燃料施設整備土木工事 淺川組

42 北海道根室振興局 北海道 北海道太平洋東部地区根室　太平洋漁礁設置工事（29ゼロ国） 渡辺・上田・寺井

43 北海道 北海道 トマチャナイ川砂防工事（補正繰越） 幌村建設

44 岩手県 岩手 一般県道津軽石停車場線（仮称）津軽石跨線橋上部工工事 東日本コンクリート

45 秋田県山本地域振興局 秋田 県単道路補修工事(橋梁補修)29-G853-20 伊藤組

46 秋田県山本地域振興局 秋田 県単砂防工事 29-LA31-10 伊藤組

47 宮城県 宮城 広浦橋上部工 東日本コンクリート

48 富山県 富山 主要地方道富山立山公園線道路総合交付金（改築）利田高架橋上部工工事 川田建設

49 静岡県 静岡 (仮称)新石部橋上部工工事 極東興和

50 岐阜県 岐阜 公共社会資本整備総合交付金事業(街路事業)【債務】(都)長良糸貫線橋梁上部工工事 安部日鋼工業・昭和建設

日本コンクリート技術㈱



フィニッシュコート採用実績（土木） 6/6２０１８年度

№ 発注者 所在地 工事名（構造物名） 施工

51 三重県 三重 H30年度伊賀2期地区県営農村振興総合整備事業農用6-2 エスジェイシー寿

52 奈良県 奈良 一般国道１６８号線大川橋耐震補強工事 高崎組

53 和歌山県 和歌山 平成２８年度県債道改交金第103-31号那賀かつらぎ線          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                （仮称JR跨線橋上部）道路改良工事極東興和・奈和建設

54 兵庫県 兵庫 黒田庄多井田線しいの橋橋梁上部工工事 極東興和

55 岡山県備前県民局 岡山 単県　道路工事（小鎌橋（仮称）上部工） 極東興和

56 岡山県 岡山 5-7-単県　道路工事（岡田橋上部工）【291820000234】 極東興和

57 広島県 広島 広島はつかいち大橋 極東興和

58 福岡県 福岡 県道飯塚福間線犬鳴川橋(仮称)橋梁上部工工事 富士ピー・エス

59 福岡県 福岡 国道442号日向神4号橋(仮称)橋梁上部工工事(1工区) ㈱安部日鋼工業

60 福岡県 福岡 大隈高架橋 富士ピー･エス 

61 長崎県 長崎 土井浦川通常砂防工事 坂本組・浜田組

62 大分県 大分 西大内陸橋工事 極東興和

63 沖縄県 沖縄 浦添西原線1号橋整備工事（本線橋上り線上部工H28） ＪＦＥエンジニアリング・國場組

64 安城市 愛知 西海橋架替工事（上部工） 極東興和

65 四日市市 三重 茶屋川河川改良工事 服部組　

66 京都市 京都 一・三・25鴨川東岸線(第2工区)橋梁上部工(その5)工事 極東興和

67 広島市 広島 主要地方道広島湯来線新麦谷橋上部工　その他工事（２９－１） 極東興和

68 伊佐市 福岡 29道改第23号　社会資本整備総合交付金事業　永尾金波田（原田橋上部改修工事 安部日鋼工業

69 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 石川 北陸新幹線加賀温泉駅高架橋工事 極東興和

70 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 石川 北陸新幹線、第1下粟津橋りょう(PCけた) 工事 ピーエス三菱

71 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 石川 北陸新幹線、加賀温泉駅高架橋他 極東興和

72 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 兵庫 第4矢田野橋   北陸新幹線延伸工事 伴 PC上部工工事 ピーエス三菱

73 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 兵庫 北陸新幹線　第４矢田野橋梁（PC桁） ピーエス・コンクリート

74 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 佐賀 九州新幹線(西九州)、袴野橋りょう(合成けた) 川田工業

75 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線大上戸川橋りょう工事 ピーエス三菱

76 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、鈴田川橋りょう（PCけた） 安部日鋼工業

77 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 長崎 九州新幹線（西九州）、大上戸川橋りょう（PCけた） ピーエス三菱

78 首都高速道路 東京 (改)渋谷入り口(下り)新設工事 フジタ

79 中日本高速道路 神奈川 東名高速道路　大和トンネル拡幅工事 西松建設

80 中日本高速道路 静岡 中部横断自動車道　新清水ジャンクション工事 大林組・熊谷組

81 西日本高速道路 大阪 新名神高速道路 北山川橋(鋼上部工)工事 横河ブリッジ　朝日土木

82 本州四国連絡高速道路 愛媛 大島大橋耐震補強他工事 大成ロテック

83 JR東日本 青森 八戸駅西地区橋梁工事 東日本コンクリート

日本コンクリート技術㈱


