
バルチップ株式会社

施工開始 施工物件名 県名 施工会社 発注者(設計) 使用箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄ量（m3)

2017年7月 函館新外環状道路函館市墓園通跨道橋 北海道 ドーピー建設工業 函館開発建設部 橋梁 5

2018年3月 島松川橋床版取替工事 北海道 ドーピー建設工業 NEXCO東日本 上部工（二次製品） 550

2018年3月 道央自動車道　高丘橋床版取替工事 北海道 日本高圧コンクリート NEXCO東日本 上部工（二次製品） 175

2018年5月 道央自動車道　高丘橋床版取替工事 北海道 日本高圧コンクリート NEXCO東日本 上部工（現場打ち） 110

2018年5月 島松川橋床版取替工事 北海道 ドーピー建設工業 NEXCO東日本 上部工（現場打ち） 40

2018年8月 陸別町　日宗改良工事 北海道 萩原建設工業 帯広開発建設部 橋梁 42

2019年6月 登川大橋（Ｂ）上部工事 北海道 横河ブリッジ 小樽開発建設部 橋梁 55

2019年7月 一般国道238号紋別市小向跨道橋 北海道 松谷建設 網走開発建設部 橋梁 102

2018年9月 滝沢南SIC Eランプ橋(鋼上部工)工事 岩手 駒井ハルテック NEXCO東日本 橋梁 212

2019年3月 仙台東部道路　早股こ道橋(PC上部工)工事 宮城 大成建設 NEXCO東日本 橋梁 20

2001年11月 山形自動車道 山形 東北ドック 日本道路公団 橋梁 270

2016年4月 東北中央自動車道金沢工事 山形 ピーエス三菱 NEXCO東日本 橋梁 995

2017年6月 東北中央自動車道　たかつむじやまトンネル 山形 東急建設 NEXCO東日本 坑口（剥落対策） 390

2017年8月 東北中央自動車道金沢工事 山形 ピーエス三菱 NEXCO東日本 上部工（二次製品） 278

2015年5月 鳥屋山トンネル補修工事 福島 大林組 NEXCO東日本 インバート補修 830

2019年2月 常磐自動車道　大久北トンネル 福島 竹中土木 NEXCO東日本 坑口(剥落対策) 110

2020年1月 大久川橋上部工工事 福島 ピーエス三菱 NEXCO東日本 橋梁 1,340

2020年2月 白石川橋床板取替工事 福島 大林組・横河ブリッジJV NEXCO東日本 橋梁 20
2015年9月 圏央道つくば真岡線跨道橋上部工 茨城 ピーエス三菱 NEXCO東日本 橋梁 72

2013年7月 圏央道桶川作業所 埼玉 三井住友・ピーエス三菱JV NEXCO東日本 高架 586

2013年8月 圏央道桶川作業所 埼玉 三井住友建設・ピーエス三菱JV NEXCO東日本 上部工（二次製品） 6,985

2016年2月 関越道 荒川橋 埼玉 大林組 NECCO東日本 橋梁 3,468

2016年11月 外環道三郷ジャンクションGランプ 埼玉 IHI・東骨JV NEXCO東日本 橋梁 303

2008年10月 首都高速5号線復旧工事 東京 大林組 首都高速道路 ひび割れ抑制 200

2016年10月 首都高1号羽田線(東品川桟橋・鮫洲埋立)更新 東京 大林 異工種JV 首都高速道路 間詰め部 75

2016年11月 首都高板橋熊野町ジャンクション 東京 大林JV 首都高速道路 橋梁 695

2019年6月 首都高渋谷入口 東京 フジタ 首都高速道路 上部工 55

2011年6月 首都高速大黒埠頭ランプ床版補修工事 神奈川 宮路エンジニアリング 首都高速道路 床版 15

2013年1月 社家第一高架 神奈川 JFEエンジニアリング NEXCO東日本 壁高欄 810

2016年4月 新東名 厚木第二高架ほか8橋 神奈川 三井住友・日本ピーエス NEXCO東日本 橋梁 632

2017年7月 新東名 厚木第四高架(上部工) 神奈川 ピーエス三菱・川田JV NEXCO東日本 橋梁 233

2017年8月 新東名伊勢原作業所 神奈川 三井住友・ドーピーJV NEXCO東日本 橋梁 120

2017年9月 新東名伊勢原作業所 神奈川 ドーピー建設 NEXCO東日本 橋梁(二次製品) 20

2017年9月 新東名 下糟屋第一高架橋(PC上部工) 神奈川 ピーエス三菱 NEXCO東日本 橋梁 129

2018年10月 新東名高速道路　ぐみ沢下高架橋（PC上部工事） 神奈川 三井住友・日本ﾋﾟｰｴｽ・極東興和JV NEXCO中日本 床版・間詰め 137

2018年10月 新東名 伊勢原JCT(PCa) 神奈川 川田・ドーピーJV NEXCO東日本 橋梁 240

2018年11月 新東名 秦野IC 神奈川 竹中土木JV NEXCO東日本 　擁壁 22

2019年8月 新東名大井松田IC-御殿場IC 床版取替え(PCa) 神奈川 三井住友建設 NEXCO東日本 床版 233

2014年3月 中部横断道 福士川第二橋 山梨 神稲建設 NEXCO中日本 橋梁下部工 474

2018年9月 高瀬橋作業所 新潟 エム・エム・ブリッジ NEXCO東日本 橋梁 48

2019年3月 関越自動車道 松川橋床版取替 新潟 三井住友建設 NEXCO東日本 橋梁(PCa壁高欄含む) 385

2019年10月 東海北陸自動車道 北清水橋工事 富山 川田建設 NEXCO中日本 上部工 220

2008年11月 舞鶴若狭自動車道野代橋工事 福井 錢高組 NEXCO西日本 橋脚 647

2009年11月 高速道路和久里こ線橋工事 福井 大鉄工業 NEXCO西日本 上部工 128

2012年7月 三方インタ－チェンジ工事 福井 清水建設 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 880

2012年8月 笙の川橋工事 福井 大成建設 NEXCO西日本 橋梁 2,187

2012年9月 舞鶴若狭自動車道美浜工事作業所 福井 鴻池組 NEXCO西日本 坑口（剥落対策） 100

2013年5月 敦賀谷作業所 福井 安藤・間 NEXCO西日本 坑口（剥落対策） 110

2012年5月 小沢川橋他3橋橋梁補強工事 長野 IHIインフラ建設 NEXCO中日本 壁高欄 100

2017年7月 上信越自動車道　豊洲高架橋床版取替工事 長野 JFEエンジニアリング NEXCO東日本 間詰め、二次製品 735

2017年9月 上信越自動車道れいめい橋(PC上部工) 長野 ピーエス三菱 NEXCO東日本 橋梁 120

2015年8月 東海北陸自動車道　本谷橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 岐阜 オリエンタル白石 NEXCO中日本 橋梁上部工 310

2015年11月 白鳥トンネル 岐阜 熊谷組 NEXCO中日本 構造体 200

2016年6月 軽岡トンネル北坑口 岐阜 大林組 NEXCO中日本 坑門工 690

2016年9月 東海北陸自動車道　大鷲工事 岐阜 大日本土木 NEXCO中日本 坑口 182

2016年11月 高鷲トンネル工事 岐阜 大林組 NEXCO中日本 坑門工 50

2017年1月 東海北陸自動車道　三尾河トンネル工事 岐阜 フジタ NEXCO中日本 坑口 260

2017年3月 東海北陸自動車道　荘川トンネル工事 岐阜 フジタ NEXCO中日本 坑口 280
2017年5月 東海北陸自動車道　古屋トンネル 岐阜 五洋建設 NEXCO中日本 坑口 433

2017年7月 上小鳥トンネル 岐阜 フジタ NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 460

2017年8月 東海北陸自動車道　上野第二トンネル 岐阜 大成建設 NEXCO中日本 坑口 350

2019年3月 中央自動車道　橋橋梁補修工事　上田川橋(下り) 岐阜 大林組･JFEエンジニアリングJV NEXCO中日本 壁高欄(二次製品)

2019年3月 中央自動車道　橋橋梁補修工事　落合川橋(下り) 岐阜 大林組･JFEエンジニアリングJV NEXCO中日本 壁高欄(二次製品)
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2011年5月 第二東名高速道路　大代川橋上り線工事 静岡 川田建設・川田工業ＪＶ NEXCO中日本 上部工（壁高欄） 40

2016年5月 用宗高架橋鋼橋補強工事 静岡 川田建設 NEXCO中日本 間詰め 75

2019年2月 東名高速　沼津IC～富士IC間床版取替工事 静岡 ピーエス三菱・川田建設・駒井ハルテックJV NEXCO中日本 床版(二次製品) 50

2019年3月 新東名高速道路　ぐみ沢 上/下 高架橋工事 静岡 床版・間詰め 345

2019年11月 新東名高速道路 杉名沢第一高架橋(PCa上部工) 静岡 三井住友建設JV NEXCO中日本 上部工 347

2019年11月 新東名高速道路 愛鷹橋(下り線) PCa 静岡 川田建設 NEXCO中日本 上部工 240

2009年1月 第二東名高速道路岩中工事 愛知 鴻池組 NEXCO中日本 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ 6,108

2009年3月 第二東名高速道路生平工事 愛知 奥村組土木興業 NEXCO中日本 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ 3,009

2009年4月 第二東名高速道路豊田巴川橋工事 愛知 オリエンタル白石 NEXCO中日本 橋脚 5,100

2008年5月 第二東名高速道路乙川橋工事 愛知 ｵﾘｴﾝﾀﾙ白石・植木組JV NEXCO中日本 橋脚 5,410

2010年6月 第二東名高速道路額田IC工事 愛知 フジタ NEXCO中日本 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1,895

2010年7月 第二東名高速道路黄柳川橋工事 愛知 オリエンタル白石 NEXCO中日本 橋脚 180

2011年8月 第二東名高速道路　大井野工事 愛知 鴻池組 NEXCO中日本 坑門工 460

2012年5月 第二東名高速道路　東上トンネル 愛知 清水建設 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 671

2012年8月 第二東名　郡界川橋工事 愛知 三井住友建設 NEXCO中日本 橋梁 1,521

2012年8月 第二東名　真福寺橋工事 愛知 オリエンタル白石 NEXCO中日本 橋梁 708

2012年11月 第2東名高速　本宮山トンネル 愛知 大林組 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 450

2013年4月 第2東名高速　鳳来トンネル 愛知 清水建設 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 313

2013年5月 第２東名高速　　雁峰トンネル 愛知 大林組 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 699

2013年5月 第２東名高速　　稲木トンネル 愛知 大林組 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 800

2013年10月 第２東名高速　観音山トンネル 愛知 清水建設 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 700

2013年11月 第２東名高速　乗本トンネル 愛知 大林組 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 380

2014年1月 第２東名高速　徳定トンネル 愛知 鹿島建設 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 444

2014年1月 新東名高速道路　秦梨トンネル 愛知 東亜道路工業 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 200

2018年10月 名古屋西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝCﾗﾝﾌﾟ橋他４橋工事 愛知 JFE・IHI・横河JV NEXCO中日本 床版 280

2000年9月 第二名神埋縄高架橋新設工事 三重 大成建設 日本道路公団 橋梁 1,082

2015年10月 第２東名高速　野登トンネル東 三重 大林組 NEXCO中日本 坑口（剥落対策） 442

2016年9月 新名神高速道路 鈴鹿高架橋他１橋（PC上部工）工事 三重 ﾋﾟｰｴｽ三菱・富士ﾋﾟｰ･ｴｽJV NEXCO中日本 橋梁上部工 7,155

2018年1月 新名神四日市西JV工事 三重 大林・東急ＪＶ NEXCO中日本 坑口 235

2002年10月 第二名神栗東橋(PC上部工)工事 滋賀 ピーエス三菱JV 日本道路公団 橋梁 1,465

2005年1月 第二名神栗東橋(PC上部工)工事その二 滋賀 ピーエス三菱JV 日本道路公団 橋梁 815

2019年2月 東名高速　沼津IC～富士IC間　床版取換工事 滋賀 ピーエス三菱・川田建設・駒井ハルテック NEXCO中日本 床版 290

2015年2月 新名神高速道路　京田辺高架橋 京都 富士ピー・エス NEXCO西日本 橋梁 120

2015年9月 新名神高速道路　田辺高架橋工事 京都 川田建設・安部日鋼工業・富士ﾋﾟｰｴｽＪＶ NEXCO西日本 剥落防止 39

2018年12月 舞鶴若狭道　由良川橋工事 京都 大成建設 NEXCO西日本 橋梁床版 7,230

2014年3月
阪和自動車道 南紀田辺インターチェンジAランプ

橋(鋼上部工)工事 和歌山 東京鐵骨橋梁 NEXCO西日本 剥落防止 95

2017年9月 中国自動車道大峰橋他2橋床版取替工事 広島 三井住友建設 NEXCO西日本 橋梁 (伸縮部) 25

2017年10月 本村川橋床版取替工事 広島 富士ピー・エス NEXCO西日本 橋梁 (伸縮部) 22

2017年11月 中国道 常国橋他2橋床版取替工事 広島 ﾋﾟｰｴｽ三菱・富士ﾋﾟｰ･ｴｽJV NEXCO西日本 剥落対策 (PCa床版) 270

2015年6月 九州支社橋梁保全工事（関門橋） 山口 富士技研 NEXCO九州 橋梁補修 200

2018年5月 吉野川大橋工事 徳島 鹿島建設・三井住友JV NEXCO西日本 橋梁(はく落対策) 1,125

2016年4月 高松自動車道 柿谷高架（Pca桁） 香川 エムテック 橋梁 195

2010年5月 向佐野橋床版補修工事 福岡 オリエンタル白石 NEXCO西日本 床版 1,255
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