
昭和３５～６３年度

大協石油株式会社 (大成建設) 5000 Ｄ/Ｗドルフィン鉄骨（２基) 35年

大協石油株式会社 (大成建設) 47000 Ｄ/Ｗドルフィン製作 36年

東海瓦斯化成株式会社 (東洋エンジニアリング) 合成室床及びＥ１０１架台製作（６基） 37年

三重Ｃ.Ｃ　三重 (大成建設) アーチ歩道橋（1.5ｍ×44ｍ）　建設 38年

春日井Ｃ.Ｃ　愛知 (大成建設) アーチ歩道橋（2.5ｍ×55ｍ）　他　（5 基）建設 39年

犬山Ｃ.Ｃ　愛知 (大成建設) ダイヤモンドトラス橋（2.3ｍ×88ｍ）　建設 40年

三重Ｃ.Ｃ　三重 太鼓橋（1.2ｍ×12ｍ）他（３基）建設 40年

浜松Ｇ.Ｃ　静岡 (大成建設) アーチ歩道橋（2ｍ×65ｍ）他（２基）建設 40年

よみうりC.C　（宝塚) 兵庫 (大成建設) アーチ歩道橋（1.5ｍ×44ｍ）建設 40年

大協石油株式会社 (大成建設) 午起 74000Ｔ桟橋 建設 40年

大協石油株式会社 (大成建設) 塩浜 ヘッドボラード設置 40年

三菱油化株式会社 Ｐ.Ｆ パイプラック製作 41年

大協石油株式会社 (千代田化工建設) No.2 Ｂ/Ｋ増設工事 架台製作 41年

三重Ｃ.Ｃ　三重 車道ポニートラス橋（2.5ｍ×16ｍ）建設 41年

大協石油株式会社 (大成建設) 2000Ｔ Ｄ/Ｗタンカー繋船設備 41年

観光ホテル　三重 (大成建設) 鯛池橋梁 建設 41年

三菱油化株式会社 ＴＫＹ共通配管用 ガーダーサポート製作42 年 42年

東海製鉄(株)　名古屋 (大成建設) 条鋼工場建屋及び関連工事 42年

瀬戸上品野台C.C 　愛知 瀬戸上品野台C.C 　愛知 (大成建設) アーチ歩道橋　(1.8ｍ×60ｍ) 43年

三重Ｃ.Ｃ　三重 鋼管橋（1.2ｍ×14.8ｍ）建設 43年

大協石油株式会社 (大成建設) 配管橋梁 建設 43年

大協石油株式会社 工事配管橋 南側配管架台 製作 43年

富士製鉄(株)　愛知 (大成建設) 特殊製鋼 工場建屋及び関連工事 43年

四日市Ｃ.Ｃ　三重 アーチ歩道橋（1.5ｍ×17ｍ）建設 44年

大協石油株式会社 (大成建設) No.2 Ｕ.Ｔ/Ｐ架台　製作 44年

三菱油化株式会社 六呂見 架台増強 44年

富士製鉄(株)　愛知 (大成建設) 連鋳設備 基礎鉄骨 44年

大協石油株式会社 (大成建設) 第６桟橋 建設 45年

大協石油株式会社 (大成建設) 塩浜桟橋 建設 45年

大協石油株式会社 (大成建設) 1000T Ｄ/Ｗ 繋船設備桟橋 建設 45年

大協石油株式会社 (大成建設) 海水取入 鋼管 Ｈ鋼杭 製作 45年
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大協石油株式会社 (大成建設) 技管Ｂ/Ｋ Ｆ/ＥＸ 煙道設置に伴う架台 製作 45年

三菱油化(株)　鹿島 原塩バース 消火設備機器操作架台 製作 45年

三菱油化(株)　鹿島 タンクヤード歩廊 製作 45年

三菱モンサント化成(株) 水銀処理設備 架台 製作 45年

協和油化(株)　四日市 協和油化～大協和間　連絡架台 製作 45年

鹿島ケミカル株式会社 (京葉製作所) 共同配管ラック 製作 45年

富士製鉄(株)　愛知 (大成建設) 受鋼台車基礎鉄骨及び第２造塊 増設 45年

住友金属工業(株)　鹿島 (住友鋼管工事) バルブ操作架台及び歩廊 製作 45年

鶴舞Ｃ.Ｃ　千葉 (大成建設) アーチ歩道橋　(1.8ｍ×49ｍ 1.8ｍ×36ｍ)　２基 　建設 46年

大協石油株式会社 (大成建設) 第２配管橋 建設 46年

大協石油株式会社 (大成建設) 燃料ガス洗浄装置パイプラック 建設 46年

大協石油株式会社 (大成建設) 午起出荷桟橋及び海水取入口 製作 46年

協和油化株式会社 (日立プラント建設) 配管架台 製作 46年

志摩Ｃ.Ｃ　三重 (大成建設) アーチ歩道橋　(1.5ｍ×48ｍ) 47年

南總Ｃ.Ｃ　千葉 (熊谷組）アーチ歩道橋（1.8ｍ×52ｍ）他３基 建設 47年

中部電力株式会社 (大成建設) 原油配管用 道路横断橋 建設 47年

新大協和石油化学(株) (日本揮発油) パイプラック 製作 47年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 配管架台 製作 47年

鹿島共同施設管理事務所 共同架台 増設 47年

南總Ｃ.Ｃ　千葉 (熊谷組) アーチ歩道橋　(2ｍ×96.5ｍ)　建設 47年

能登国際Ｃ.Ｃ　石川 アーチ歩道橋　(2ｍ×48.5ｍ)　他（２基）　建設 47年

烏山城Ｃ.Ｃ　千葉
(日本国土開発） アーチ歩道橋（1.8ｍ×75ｍ，1.8ｍ×68ｍ）及び
太鼓橋（3ｍ×9ｍ）（２基）計４基　建設

48年

大甲賀Ｃ.Ｃ　滋賀
(大場商事）アーチ歩道橋（2ｍ×38ｍ）及び太鼓橋
（4ｍ×11ｍ）　建設

48年

大協石油株式会社 No.２ 外連架台 製作 48年

新大協和石油化(株) (日本揮発油）キュメン製造装置 架構及びプラットホーム 製作 48年

大日本インキ化学工業(株) 鹿島 Ｃ工場シアニンプラント架台 製作 48年

銚子Ｃ.Ｃ　千葉 千葉 アーチ歩道橋（1.8ｍ×74ｍ）建設 49年

大協石油株式会社 (大成建設) 午起Ｕ-７,８,９桟橋 連絡配管架台踊場 製作 49年

大協石油株式会社 (千代田化工建設) ＦＣＣプラント, 熱交, コンプレッサー架台 製作 49年

三菱油化株式会社 配管架台 製作 49年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 増設ＡＺＯプラント 操作架台 製作 49年

鹿島共同施設株式会社 共同架台 増設 49年
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鹿島共同施設株式会社 鹿島共同施設株式会社 鹿島南共同発電～旭硝子間 連絡配管架台 製作 49年

住友金属工業(株)　鹿島 ＡＫ斉寸ケガキ装置 架台 製作 49年

新日本製鉄(株)　愛知 (大成建設) 厚板工場 粗ミル本体工事 他 49年

伊豆大仁Ｇ.Ｃ　静岡 (日本国土開発) アーチ歩道橋（2ｍ×68ｍ）建設 50年

都留Ｃ.Ｃ　山梨 ( 熊谷組）鋼製歩道橋（1.8ｍ×24ｍ）他（４基）建設 50年

大協石油株式会社 ( 大成建設）北岸，煙道架台 製作 50年

大協石油株式会社 ( 大成建設） Ｋ３　Ｔ/Ｐ連絡配管架台 製作 50年

鹿島石油株式会社 原油タンクヤード歩廊及び操作架台 製作 50年

協和油化株式会社 ＫＰヤード　配管架台 製作 50年

南山Ｃ.Ｃ　愛知
(大成建設）アーチ歩道橋
（2.4ｍ×101ｍ,2ｍ×63ｍ,2ｍ×50ｍ）（3基）建設

51年

多治見Ｃ.Ｃ　岐阜
(大成建設）アーチ歩道橋
（2.4ｍ×84ｍ,2ｍ×56ｍ,2ｍ×55ｍ 2m×52m）（4 基）建設

51年

真名Ｃ.Ｃ　千葉 (大成建設）アーチ歩道橋（ 2.5ｍ×100ｍ）建設 51年

森永エンゼルＣ.Ｃ　千葉
(三菱建設）アーチ歩道橋（2ｍ×77ｍ,2ｍ×63.5ｍ）及び鋼製歩道橋
及び(2ｍ×45ｍ）他（3 基）建設

51年

協和油化株式会社 ( 日本揮発油） ＫＡ-５ 装置架構 製作 51年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 鉄骨架構 製作 51年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｄ/Ｐ鉄紛処理設備 架台　製作 51年

古賀志Ｃ.Ｃ　栃木 (大成建設）歩道橋（1.5ｍ×24ｍ）道路横断橋（3ｍ×9ｍ）建設 52年

古賀志Ｃ.Ｃ　栃木 (大成建設）ベルトコンベヤー建設 52年

かずさＣ.Ｃ　栃木 (大成建設）歩道橋（4ｍ×20ｍ）建設 52年

入間Ｃ.Ｃ　埼玉 歩道橋(1.8ｍ×24ｍ）建設 52年

新大協和石油化学(株) 歩廊　階段 増設 52年

三菱油化(株)　鹿島 歩廊　製作据付 52年

三重県企業庁 水道橋 歩廊 製作据付 53年

三重県企業庁 水道橋（巾800ｍ/ｍ）歩廊 製作据付 53年

四日市市役所 自転車歩行者道橋（2.5ｍ×80ｍ）建設（曽井町36 号線記念橋側） 53年

協和油化(株)　四日市 屋外給水設備 架台 製作及び基礎 53年

協和油化(株)　四日市 (大成建設） ＫＰ送り蒸気配管架台 製作据付 53年

鐘ヶ淵化学工業(株)　鹿島 共同バース～鐘化構内間スチレン配管架台 製作 53年

名古屋鉄道株式会社 (大成建設） 三河線刈谷高架 建設 53年

四日市市役所 自転車歩行者道橋（2.5ｍ×83ｍ）建設（里橋側） 54年

大協石油株式会社 (大成建設） 防油堤改造 ３ブロック鋼製階段手摺　製作据付 54年
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新大協和石油化学(株) (大成建設） ナフサタンク防油堤防止階段手摺 製作 54年

重質油化学原料化技術研究組合 (三菱油化） ５３年度 ＯＰＰ共通付帯設備架台 製作 54年

三重県企業庁 三滝川 水道橋 製作 55年

三重県企業庁 海蔵川 歩廊 取替 55年

三重Ｃ.Ｃ　三重 (大成建設） 県道横断 歩道橋　製作据付 55年

新大協和石油化学(株) (千代田工商） 予備分解炉装置及びパイプラック製作据付 55年

花王石鹸(株)　鹿島 (三菱油化エンジニアリング） 仕上／工操作架台 製作据付 55年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｉプラント 屋外パイプラック取替 55年

新大協和石油化学(株) (大成建設） ＪＸ-Ｉプラント ストラクチャー 製作据付 56年

住金化工(株)　鹿島 No.２ ＢＳ階段デッキ取替 56年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｕ-２プラントラック 製作据付 56年

大協石油株式会社 (大成建設） オーシャンバースＩＰ-１ 海水取入口 工事 57年

四日市市役所 自転車歩行者道橋（2ｍ×63ｍ）建設（西山鐘山城線） 58年

大協石油株式会社 (大成建設） オーシャンバース荷役, 連絡及び配管橋製作据付 58年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 ベフラン設備架構 製作据付 58年

大協石油株式会社 技術／白油バラスト処理用Ｔ８桟橋 建設 59年

富士通株式会社　三重 (日本錬水） 廃水処理設備　配管ラツク 歩廊設備据付 59年

新大協和石油化学(株) (日揮） Ｆ１０３,１０４架構 補強 60年

鐘ヶ淵化学工業(株)　鹿島 ＥＰＰプラント　パイプラック 製作 60年

和田化学(株)　千葉 (三鈴メック） インフレ，サミー工場 架台 製作 60年

三重Ｃ.Ｃ　三重 (大成建設） 歩道橋　改造 61年

川村理化学研究所　千葉 (ディッグデグレモン） パイプラック製作 61年

四日市港管理組合 １,２号地 護岸 補強 62年

三重Ｃ.Ｃ　三重 (大成建設） 河川横断 歩廊橋 掛け替え据付 62年

大日本インキ化学工業(株)　鹿島 Ｊ-Ｉプラント パイプラツク製作据付 62年

八千代パブリックＣ.Ｃ (大成建設） 直桁歩道橋（1.8ｍ×60ｍ）建設 63年
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