
杉田産業株式会社

発注元 施工元・工事場所等 工事名称 工事期日

1 鹿島建設(株) 新杉田共同溝工事 中間・発進立坑昇降階段製作 平成17年

2 西松建設(株) 米軍横須賀基地 鋼製型枠製作 平成17年

3 五洋建設(株) 横浜倉庫（株） 杭頭金物取付工事 平成17年

4 鹿島建設(株) フジテレビ社屋 フレアー溶接 平成17年

5 鹿島建設(株) 富士川トンネル 火の見櫓補修工事 平成17年

6 鹿島建設(株) 東京湾横断道路 水中型枠製作 平成17年

7 鹿島建設(株) 住友重機械工業㈱横須賀製造所 300Tゴライアスクレーンレール改修工事 平成17年

8 五洋建設(株) 第三海堡 第三海堡撤去工事用吊金具他製作 平成17年

9 東亜建設(株) 横浜ベイサイドマリーナ SUS補強金物製作 平成17年

10 五栄土木(株) 第三管区海上保安本部 灯台改修工事 平成17年

11 東洋建設(株) 港空研究所 10T門型クレーンレール締結 平成18年

12 東亜建設(株) 鶴見作業所 旭硝子護岸工事・ロープスライド製作 平成18年

13 鹿島建設(株) 横須賀美術館
ブリッジ取合補強フレーム・鋼板内皮下地材製
作

平成18年

14 鹿島建設(株) 首都高速道路松見坂トンネル 小防護台車製作 平成18年

15 若築建設(株) 横浜市港湾局 南本牧埠頭鋼管用金物製作 平成18年

16 奥村組(株) 蘇我村田幹線 立坑用階段及び歩廊製作 平成18年

17 大成建設(株) 第二東名高速道路富沢トンネル 支保工脚部補強工事 平成18年

18 大成建設(株) 相模縦貫道路中新田工区 高さ制限装置製作 平成18年

19 (株）熊谷組 根岸ポンプ場 鉄骨工事 平成18年

20 鹿島建設(株) 新杉田共同溝工事 シールド工事及発進立坑手摺製作 平成19年

21 鹿島建設(株) 小雀浄水場 ステンレス螺旋階段製作 平成19年

22 東洋建設(株) 羽田Ｄ滑走路拡張工事 城南島ドライドッグ可動橋固定橋 平成19年

23 大林組(株) 三井埠頭 ブラケット、踊場、タラップ製作 平成19年

24 大成建設(株) 川崎縦貫道路 足場ブラケット製作 平成19年

25 五洋建設(株) 羽田Ｄ滑走路拡張工事 吊筋他製作 平成19年

26 芦澤建設(株) 川崎高架橋 PCケーブル定着用AB製作 平成19年

27 北田建設(株) 大黒大橋 補強工事 平成19年

28
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

神田川善福寺取水施設 水門扉付属設備製作 平成19年

29 鹿島建設(株) JR新幹線（阿久和北） 鋼製階段製作 平成20年

30 鹿島建設(株) 羽田Ｄ滑走路拡張工事 鋼管底蓋製作 平成20年

土木工事 実績表
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31 鹿島建設(株) 営団地下鉄渋谷駅 覆板・タラップ・螺旋階段製作 平成20年

32 東洋建設(株) 羽田Ｄ滑走路拡張工事 階段製作設置 平成20年

33 五洋建設(株) JFEステール(株) 渡り桟橋製作 平成20年

34 大林組(株) 羽田Ｄ滑走路拡張工事 台船用係留設備 平成20年

35 大林組(株) 米軍横須賀基地 門扉製作設置 平成20年

36 大成建設(株) 川崎縦貫道路 褄型枠製作 平成20年

37
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

小河内ダム 余水吐ゲート・ウインチカバー製作 平成20年

38 松原組(株) JFEミネラル(株) 10M用ピット用手摺製作 平成20年

39 西松建設(株) 新横浜駅前 バス停移設工事 平成20年

40 鹿島建設(株) 京急黄金町駅 ＰＣ版・支柱工事 平成21年

41 鹿島建設(株) JFEスチール(株) 手摺・ピット製作 平成21年

42 鹿島建設(株) 住友重機械工業㈱横須賀製造所 300Tゴライアスクレーンレール改修 平成21年

43 鹿島建設(株) 中央環状品川線シールド 階段・歩廊・手摺製作 平成21年

44 鹿島建設(株) 新杉田共同溝 発進・中間立杭止水工事他 平成21年

45 鹿島建設(株) 羽田空港Ｄ滑走路拡張工事 床版埋設パネル・足場他製作 平成21年

46 鹿島建設(株) 沖ノ鳥島 テンションロッド製作 平成21年

47 ＭＲテクノス(株) 茅ヶ崎駅構内 耐震金物製作 平成21年

48 五洋建設(株) 東亜石油(株) 防舷材取付架台製作 平成21年

49 五洋建設(株) 第二海堡 継杭加工 平成21年

50 東洋建設(株) 荒川湾岸橋 耐震補強準備工事 平成21年

51 (株)大林組 羽田空港Ｄ滑走路拡張工事 キャンバー底型枠・フレーム製作 平成21年

52
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

臨港道路本牧Ａ突堤出口ランプ エンクローズ溶接工事 平成21年

53 西松建設(株) 新横浜駅 確認車ピット金物製作 平成21年

54 東洋建設(株) 三崎 ケーソン用足場製作 平成21年

55 東亜建設(株) 扇島パワー ＰＨ処理槽蓋製作・取付 平成21年

56 鹿島建設（株） 小田原耐震 萬丈橋　変位制限装置　落橋防止金物製作 平成21年

57 鹿島建設（株） JFEスチール(株) レール架台金物製作 平成21年

58 東洋建設(株) エム・シ－・タ－ミナル 桟橋改修工事・他 平成22年

59 東洋建設(株) 東京湾口航路 杭用導材製作 平成22年

60 東洋建設(株) 三崎シ－ボニア 係留杭製作 平成22年
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61 東洋建設(株) 南本牧中仕切り じゃかご用吊天秤製作・他 平成22年

62 東洋建設(株) ＪＸ川崎ガスタ－ミナル 階段・手摺・歩廊改修 平成22年

63 東洋建設(株) 南本牧鋼板セル 鋼製足場製作 平成22年

64 鹿島建設(株) 新杉田共同溝 発進・中間昇降階段製作設置 平成22年

65 東亜建設(株) 鳥浜岸壁 渡り桟橋製作 平成22年

66 (株)不動テトラ 多摩川二ケ領河原堰 鋼製止水ＢＯＸ製作運搬 平成22年

67 宮地鉄工所（株） 国道16号町田立体上部工事 横取り軌条受け架台製作 平成22年

68
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

利根川阿玉川ゲート設備工事 扉体転倒防止材製作納入 平成22年

69
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

西久保ジャンクション工事 ホイスト設備他製作 平成22年

70 鹿島建設（株） JFEスチール(株) 給電BOX・ケーブルガイド金物製作 平成22年

71 鹿島建設（株） JFEスチール(株) 鋼製手摺（A～Fブロック）製作 平成22年

72 鹿島建設（株） JR戸塚 箱形土留め枠製作 平成22年

73 鹿島建設（株） 相模原最終処分場 SUS配管製作設置工事 平成22年

74 鹿島建設（株） 京急黄金町駅
プラットホーム階段新設製作・階段支柱鋼材
製作

平成22年

75 鹿島建設（株） 東亜石油(株) 構内タンク昇降用階段補修工事 平成22年

76 鹿島建設（株） 小田原耐震 高架排水管金物バンド製作 平成22年

77 鹿島建設（株） JR戸塚 通信ケーブル架台製作 平成22年

78 鹿島建設（株） JX
工場内設備手摺新替え製作設置・既設補修
工事

平成22年

79 集組 狩野川 護岸工事杭頭フレアー溶接 平成22年

80 大和小田急建設 万福寺 変位制限金物製作 平成22年

81 (株)大本組 水郷大橋下部耐震補強工事 橋脚鉄筋フレア溶接 平成23年

82 清水建設(株) ＪＦＥ東扇島 震災復旧（地盤沈下対応）レール改修工事 平成23年

83 （財）横浜港埠頭公社 本牧Ａ突堤バース内 クレーン給電金物製作取付工事 平成23年

84 東亜建設(株) 南本牧埋め立て工事 ヤットコ、鋼管溶接防風カバー製作 平成23年

85
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

根岸高架橋工事 橋桁吊上げ天秤製作 平成23年

86 鹿島建設(株) 新杉田共同溝 各種グレ－チング製作 平成23年

87 東洋建設(株) みなとみらい 鋼管杭用ずれ止めリング溶接 平成23年

88 東洋建設(株) ＪＸ根岸 桟橋改修工事 平成23年

89 東洋建設(株) ＪＸ根岸 点検歩廊製作・設置 平成23年

90 東洋建設(株) 東京湾口航路 第二海堡 横矢板製作 平成23年
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91 東洋建設(株) エム・シ－・タ－ミナル 桟橋改修工事・他 平成23年

92 東洋建設(株) 東燃川崎 ドルフィン用金物製作 平成23年

93 東洋建設(株) 小田原 ケーソン止水蓋改修 平成23年

94 鹿島建設（株） 静浜幹線　有働坂 クレーン点検架台計画・製作、反力架台製作 平成23年

95 鹿島建設（株） 静浜幹線 シールドマシン受金物製作、反力架台 平成23年

96 鹿島建設（株） 北部第2水再生センター 角落し受枠製作設置、東ガス　杭材金物製作 平成23年

97 鹿島建設（株） 静浜幹線　草薙 セグメント補強リング製作・設置 平成23年

98 鹿島建設（株） 大岡川幹線
縦坑補強リング製作、昇降用アルミラダー設
置及び受架台製作設置　他 平成23年

99 鹿島建設（株） 京急黄金町駅 電力中　開口部閉鎖金物製作 平成23年

100 西松建設(株) 横須賀シールド 発進立坑防護鉄板製作 平成23年

101 (株)不動テトラ 魚道型枠製作 平成23年

102 東洋建設(株) ＪＸ扇町 鋼矢板補修工事・他 平成24年

103
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

新木場立体橋工事 送出しストッパー金物・足場金具製作 平成24年

104
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

外環市川・高谷高架橋工事 橋桁吊天秤製作 平成24年

105
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

八木沢ダム水門工事 作業ステージ製作 平成24年

106 信幸建設(株) 南本牧架設桟橋工事 鋼管接続部現場溶接工事 平成24年

107 信幸建設(株) 幸浦処分中継所工事 防舷材取替現場工事 平成24年

108 東亜建設(株) 浮島工事 ジベル筋現場溶接工事 平成24年

109 たにもと建設(株) 京浜港 係留用カバープレート他製作 平成25年

110 東洋建設(株) 南本牧臨港道路 鋼殻製作・組立 平成25年

111 東洋建設(株) 南本牧臨港道路 ケーソン据付ガイド製作 平成25年

112 東洋建設(株) ＪＸ根岸 セパレータ改修改修工事 平成25年

113 東洋建設(株) 南本牧上部工 杭頭プレ-ト・鉄筋取付プレ-ト 平成25年

114 東洋建設(株) 三崎 吊天秤及び架台製作 平成25年

115 東洋建設(株) 千鳥町 腹起し製作 平成25年

116 東洋建設(株) ヨコハマ全建 桟橋改修工事 平成25年

117 東洋建設(株) 東部港湾 吊筋製作・他 平成25年

118 東洋建設(株) 南本牧臨港道路 仮設鋼台製作・設置 平成25年

119 鹿島建設(株) 五反田出入口 接合治具製作 平成25年

120 鹿島建設(株) 品川線シ-ルドトンネル シールド内仮設金物製作 平成25年
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121 鹿島建設(株) 新都田 シールド内仮設金物製作 平成25年

122 鹿島建設(株) 京成曳舟駅 仮設階段製作 平成25年

123 鹿島建設(株) 浅田幹線 せん断伝達金物 平成25年

124 丸藤シートパイル 外環市川中 鉄樋製作 平成25年

125 タイコ－技建 首都高速 大黒町 鋼殻製作 平成25年

126 (株)大林組 米軍横須賀基地 DD-6フェンダー製作設置 平成25年

127
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

横浜北環状線（生麦JCT）工事 YK42アンカーフレーム材製作 平成25年

128
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

外郭環状道路（市川・高谷高架橋）
工事

現場施工材運搬用トロリー設備製作 平成25年

129 川田工業(株) 磯子高架橋工事 横桁引込・ジャッキ反力架台製作 平成25年

130 川田工業(株) 箱根西麓・三島大吊橋工事 ワイヤー引込金物・仮設ピン製作 平成25年

131 共立建設(株) 多摩川調布堰工事 鋼製止水BOX製作 平成25年

132 信幸建設(株) 東扇島護岸工事 ケーソン輸送用コーナー金物材製作 平成25年

133 東亜建設(株) 南本牧工事 作業船係留金物製作 平成25年

134 東亜建設(株) 南本牧工事 鋼製カバー蓋製作 平成26年

135 東亜建設(株) 鶴見米軍燃料ターミナル工事
OU1・2点検歩廊、階段設計製作現場取付工
事

平成26年

136 京浜管鉄工業(株) 鶴見米軍燃料ターミナル工事 OU1・2配管サポート架台設計製作 平成26年

137 信幸建設(株) 南本牧工事 鋼管セル用足場材設計製作 平成26年

138 信幸建設(株) 南本牧工事 シンカーブロック吊アンカー筋他施工材製作 平成26年

139 信幸建設(株) 南本牧工事 ケーソン蓋兼足場材設計製作 平成26年

140
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

第2東名高速相模川橋工事 足場金物・ワイヤブリッジアンカーピース製作 平成26年

141
三菱重工鉄構エンジニアリ
ング(株)

横浜北環状線（生麦JCT）工事 橋桁セッティングビーム材製作 平成26年

142 川田工業(株) 箱根西麓・三島大吊橋工事
現場架設用（タワー基礎金物・アンカーフレー
ム・主塔つなぎ材）製作

平成26年

143 鹿島建設(株) 五反田出入口 鋼製避難階段製作・設置 平成26年

144 鹿島建設(株) 五反田出入口 プレキャスト架台、アンカ－台座製作 平成26年

145 鹿島建設(株) 五反田出入口 コンクリ－ト用仮設足場架台製作 平成26年

146 鹿島建設(株) 品川線シ-ルドトンネル 換気所耐火パネル下地製作 平成26年

147 東洋建設(株) 千鳥町 支保工ブラケット製作 平成26年

148 東洋建設(株) 10号地桟橋 ジャケット結構工事 平成26年

149 東洋建設(株) 東部港湾 吊筋製作 他 平成26年

150 東洋建設(株) 羽田 SUSスクリ－ン、仮締切金物製作 平成26年
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151 (株)大林組 メトロ新木場車両基地 特殊クレーン製作・設置 平成26年

152 鹿島建設(株) JR海老名駅 エレベーター鉄骨製作 平成26年

153 鹿島建設(株) 技術研究所 衝撃試験架台製作 平成26年

154 鹿島建設(株) 東急日吉駅 板巻鋼管製作 平成26年

155 大成建設(株) 神奈川大学 野球場バックスクリーン製作 平成26年

156 大成建設(株) 富津火力発電所 底版ブロックヒーター管架台計画・製作図 平成27年

157 大成建設(株) 富津火力発電所 9号・12号スーパーラダー吊架台製作 平成27年

158 大成建設(株) 富津火力発電所 9号底版ブロック外周鉄筋網架台製作 平成27年

159 大成建設(株) 富津火力発電所 クレーン吊りゴンドラ製作 平成27年

160 大成建設(株) 川崎臨港 防舷材架台製作 平成27年

161 (株)ジェイアンドエス 千葉　金田 コンテナ架台改造 平成27年

162 富士野工業(株) ポゾリフ 工場内鋼製階段製作 平成27年

163 名工建設(株) 品川駅 100Aパイプ溶接(フェンス設置用) 平成27年

164 西松建設(株) 追浜小学校 門扉復旧工門扉補修・一部新替 平成27年

165 デック(株) 日の出 水管橋螺旋階段製作・設置 平成27年

166 東亜建設(株) 日清オイリオ 内航船桟橋防舷材製作 平成27年

167 鹿島建設(株) 技術研究所 バラ型枠製作 平成27年

168 鹿島建設(株) 技術研究所 アズベスト除去用試験体製作 平成27年

169 鹿島建設(株) 技術研究所 防水鋼板製作 平成27年

170 鹿島建設(株) 当麻 鋼製スロープ製作設置 平成27年

171 鹿島建設(株) 当麻 情報板改修工事 平成27年

172 鹿島建設(株) 当麻 SUS配管撤去工 平成27年

173 鹿島建設(株) 子安台換気所 支保工撤去 平成27年

174 鹿島建設(株) 子安台換気所 火打ち梁撤去 平成27年

175 鹿島建設(株) 海老名作業所 A橋エスカレーター製作設置 平成27年

176 鹿島建設(株) 海老名作業所 JR側階段手摺基礎金物製作・設置 平成27年

177 鹿島建設(株) 羽根トンネル トランス台車製作設置 平成27年

178 鹿島建設(株) 中井 SUSオリフィス・スクリーン製作 平成27年

179 鹿島建設(株) 星川 プレキャスト架台製作 平成27年

180 鹿島建設(株) 新横浜 カプラー防護材製作 平成27年
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181 鹿島建設(株) 横環工事事務所 本内桁～構台テーパー架台製作 平成27年

182 鹿島建設(株) 外環市川中 アンカ－台座・推進用反力架台製作 平成27年

183 エム・エムブリッジ(株) 横浜北環状線（生麦JCT） 橋桁一括地組架台・桁横取り設備他製作 平成27年

184 エム・エムブリッジ(株) 富山利賀ダム 鉄塔基礎受梁、橋台定着梁他製作 平成27年

185 エム・エムブリッジ(株) 南本牧臨港道路 橋桁架設用セッティングビーム材他製作 平成27年

186 川田工業(株) 箱根西麓・三島大吊橋
橋体吊天秤・アンカー金具・ケーブル引込治具
他

平成27年

187 信幸建設(株) 南本牧ケーソンヤード 80ｔ係留金物製作 平成27年

188 熊谷組 土浦駅 ペデストリアンデッキ基礎金物製作 平成27年

189 東洋建設(株) 東部港湾 吊筋製作他 平成27年

190 東洋建設(株) 東雲 角落し 平成27年

191 東洋建設(株) 寺田倉庫 海上桟橋アルミ金物製作 平成27年

192 東洋建設(株) 千鳥町 SUS塞ぎ板製作 平成27年

193 東洋建設(株) 浮島 コンクリ－ト函体吊金物製作 平成27年

194 東洋建設(株) 10号地桟橋 ジャケット結構工事 平成27年


