
ノン ″キープ丁S施工実績表 高速道路/橋

長野  」H飯 田管理事務所

中央道壁高欄

コンクリー ト   600 m2

1994年 11月 茨城  」H東京第二管理局 谷和原管理事務所 (常磐道 )

常磐自動車道土浦北インター 壁高欄修繕工

コンクリー ト
打放 し

370 m2

1995年 8月 石川  」H金沢管理局 金沢管理事務所 (北陸道 )

壁高欄

コンクリート  1,574m2

1995年 9月 石川  」H金沢管理局 小松管理事務所 (北陸道 )

手取川橋橋梁補強工事

コンクリー ト 52 m2

1996年 1月 茨城  」H東京第二管理局 谷和原管理事務所 (常磐道 )

常磐自動車道土浦北インター 壁高欄修繕工
昇援色

リート  3,050 m2

1996年 3月 大阪  阪神高速道路公団 (大阪府道西官線 )

大和田入道垂直面表示工視線誘導表示 (赤 白矢印塗装工)

コンクリー ト 78 m2

1996年 3月 兵庫  阪神高速道路公団

3号神戸線 大和田入路

コンクリー ト 78 m2

1996年 3月 岡山  川崎製鉄

橋梁 (新設)

金属
(鉄 )

50 m2

1996午 4月 長野  」H飯田管理事務所 (中央道 )

壁高欄

コンク リー ト 986 m2

1996年 4月 石川  」H金沢管理局 小松管理事務所 (北陸道 )

壁高欄

コンクリー ト  1,289m2

1996年4月 石川  北陸自動車道 壁高欄補修工 コンクリート  1,303 m2

1996年 7月 兵庫  」H大阪管理局姫路事務所

山陽自動車道 姫路東モニュメント

属
鉄

金
＜

152 m2

1996年 7月 兵庫  」H大阪管理局姫路事務所

山陽自動車道 姫路東ブース

属
鉄

金
＜

114 m2

1996年 7月 兵庫  」H大阪管理局姫路事務所

山陽自動車道 姫路東アイランド

コンクリー ト 365 m2

1996年 8月 兵庫  阪神高速道路公団
尼崎ブース

金属
(鉄 )

60 m2

1996年 8月 石川  北陸自動車道 壁高欄補修工 コンクリー ト 997 m2

1996年 9月 大阪  阪神高速道路公団

11号池田線 加島出日

コンクリー ト 42 m2

1996年 9月 大阪  阪神高速道路公団

14号松原線 三宅上下線ランプ

コンクリー ト 400 m2

1996年 9月 兵庫  阪神高速道路公団

3号神戸線 西官上下線ランプ

コンクリー ト 192 m2

1996年 10月 新潟  」H新潟建設局 広沢跨道橋

磐越道 (津川工事)水路防水工

コンクリー ト 307 m2

1996年 H月 長野  」H飯 田管理

融雪ピット

コンクリー ト 300 m2



ノン ″ヰープTS施工実績表  高速道路/橋

施二年月 地域   物件 対象物   面積__
コンクリート   350m21996年 11月 長野  」H飯 田管理

壁高欄

1997年 3月 広 島  」H広島管理局

山陽自動車道 米満トンネル

コンクリート   450m2

1997年 8月 石川  北陸自動車道 壁高欄補修正 コンクリート  1,077m2
金沢東第2ランフ・出入口

1997年 8月 石川  北陸 自動車道 壁高欄補修正

庄川橋他施工

コンクリー ト  1,o21m2

1997年 9月 石川  」H金沢管理事務所 (北陸道 )

壁高欄

コンクリート  2,100m2

1997年 9月 長野  」H飯 田管理事務所 (中央道 )

壁高欄

コンクリート   850m2

1997年 9月 新潟  新潟県寒川沖見橋

橋梁 (防食)

コンクリート   130m2

1997年 10月 愛知  東名 自動車道 (鹿 島道路 )

壁高欄

コンクリート  1,o50m2

1997年 10月 愛知  東名 自動車道 (大成 ロテ ック)            コンクリート 1,o50m2
壁高襴

1997年 10月 愛知  東名 自動車道 (三井道路 )

壁高欄

コンクリート  1,400 m2

1998年 1月 石川  北陸自動車道 壁高欄補修工 コンクリート  3,466m2

晃r角ピ
ート     170 m21998年 3月 広 島  御調橋

橋脚、橋台

晃r孔ギ
ート   170m21998年 5月 広 島  鈴ケ峯道路要壁

橋脚、橋台

1998年 5月 広 島  芸北町溝 国大橋

壁高欄
墨ぶ:免r―

―卜     780 m2

1998年 7月 石川  北陸自動車道 壁高欄補修正 コンクリート  3,680m2

1998年 7月 北海道 奥尻島線局改工事

防食被覆工

コンクリート  1,800m2

1998年 8月 広 島  建設省福山工事事務所

神村トンネル内面改修

コンクリート   750m2

1998年 10月 愛知  東名高速道路 豊川管理管内

壁高欄

コンクリート  1,320 m2

1998年 12月 愛知  東名高速道路 豊川管理管内

壁高襴

コンクリート   950m2

1999年 2月 広島  高須 トンネル コンクリート  1,140 m2

1999年 2月 広島  防地 トンネル GRCボード     900 m2
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工

1999年 3月 広島 広島市 任辰橋 コンクリー ト
(TSX-140)

m240

1999年 3月 石川 北陸 自動車道 金沢管理管内

壁高欄

コンクリー ト  1,500m2

1999年 3月 広島 広島市 宇賀大橋 コンクリー ト
(TSX-140)

70 m2

1999年 3月 福井 県単道路維持修繕工事 一般国道 158号

トンネル内塗装工事その1

コンクリー ト 360 m2

1999年 3月  広島 広島市 門前橋 コンクリー ト
(TSX-140)

60 m2

1999年 3月 福井 県単道路維持修繕工事
トンネル内塗装工事その2

一般国道158号
一般国道 158号

コンクリー ト 396 m2

1999年 3月 広島 広島市 筒瀬橋 コンクリー ト
(TSX-140)

60 m2

1999年 3月 福井 県単道路維持修繕工事
トンネル内塗装工事その3

一般国道158号

一般国道 158号

コンクリー ト 432 m2

1999年 3月 広島 広島市 南 4区89号線 コンクリー ト
(TSX-140)

200 m2

1999年 3月 福井 県単道路維持修繕工事
トンネル内塗装工事その4

一般国道 158号
一般国道158号

コンクリー ト 468 m2

1999年 3月 福井 県単道路維持修繕工事
トンネル内塗装工事その5

一般国道 158号
一般国道158号

コンクリー ト 504 m2

1999年 3月 福井 県単道路維持修繕工事
トンネル内塗装工事その6

一般国道 158号
一般国道158号

コンクリー ト 457 m2

1999年 5月 北海道 奥尻島線鴨石 トンネル

視線誘導塗装工事

コンクリー ト 120 m2

2000年 1月  貪姜本 天草町 橋梁鉄骨 45 m2

2000年 2月 香川 丸亀市

本島浮桟橋塗替
150 m2

2000年 2月 石川 北陸 自動車道金沢管内道路保全工事

壁高欄補修

金 属 2,500 m2

2000年 3月 福井 コンクリー ト 40 m2
橋梁維持修繕工事

2000年 3月 福井 コンクリー ト 50 m2
橋梁維持修繕工事

2000年 10月 香川 丸亀市

浮き桟橋塗替

金属 100 m2

2000年 11月 北海道 月ヽ樽
塩谷トンネル

コンクリー ト 580 m2

出雲バイパス

落書き対策

2003年 6月 島根 コンクリート  3,000 m2
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2003年 7月 沖縄  沖縄モノレール

高架橋落書き対策

コンクリート  500m2

2000年 12月 新潟  柿崎 専用橋橋脚補修 コンクリート    80m2


