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城中工業㈱
鉄工工事部

駅舎・軌道規制工事 令和2年 1月現在

工事件名 受注先 着工 施設場所 工事内容

御茶ノ水駅 ㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ H29.3 東京都 線路上空地盤A工事
名古屋駅新ビル地下仮設 ㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ H28.4 愛知県 鉄骨建方工事
大森駅前商業開発計画 西松建設㈱ H27.12 東京都 鉄骨建方工事

御茶ノ水駅/仮屋根工事 横河工事㈱ H27.10 東京都 仮屋根工事

小田急相模原駅/相模大野横断ﾃﾞｯｷ工事 横河工事㈱ H25.4 神奈川建 ﾃﾞｯｷ上部工建方、鍛冶　鉄骨建て方52.4ｔ、鍛冶　52.4ｔ
北陸新幹線飯山駅新築工事 横河工事㈱ H24.2 長野県 鉄骨建方工1,656ｔ　その他付帯設備工414.ｔ他

相模大野駅　歩行者用ﾃﾞｯｷ整備工事 横河工事㈱ H23.12 神奈川県 足場・ﾍﾞﾝﾄ本体・ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ据付・桁架設工
東京駅丸の内駅舎保存・復元工事 横河工事㈱ H23.8 東京都 ベント支柱解体工事
大崎駅南乗換弧線橋拡幅AF設置 横河工事㈱ H23.2 神奈川県 桁仮設工事
京急蒲田駅第4工区連続立体交差 横河工事㈱ H22.12 神奈川県 桁仮設工事、その他構造物補修工
京急蒲田駅第3工区連続立体交差G58 横河工事㈱ H21.7 神奈川県 桁仮設工事　横取・降下設備　足場、PC版架設他
大阪駅改良工事 横河工事㈱ H21.2 大阪市 ｱｸﾃｨｰ接続部建て方、東西架講建て方
東京駅中部高架橋仮受工事 横河工事㈱ H20.11 東京都 桁仮設工事
京急蒲田駅　第3工区連続立体交差 横河工事㈱ H20.　9 神奈川県 連続桁解体工事
大阪駅改良工事 横河工事㈱ H20.10 大阪市 ｱｸﾃｨｰﾄﾞｰﾑ鉄骨建て方　橋上駅安全設備工事
京急蒲田駅　第3工区連続立体交差 横河工事㈱ H20.　5 神奈川県 ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ8基据付他
渋谷駅　仮設換気塔他建方 横河工事㈱ H20.　3 東京都 鉄骨100ｔ＋仮設工事
荏原駅　コンコース新築工事 横河工事㈱ H19. 7 東京都 鉄骨＋仮設工事
旗の台駅　コンコース新築工事 横河工事㈱ H19. 3 東京都 鉄骨＋仮設工事
京成日暮里駅改良工事 横河工事㈱ H19. 1 東京都 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷設工+本体構造物工
大井町線荏原町駅ﾎｰﾑ上屋改修工事 横河工事㈱ H19. 1 東京都 70.6ｔ　鉄骨＋仮設工事
君津駅橋上駅舎改良工事 横河工事㈱ H19. 1 千葉県 40ｔ鉄骨+足場、ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷設工
旗の台駅ホーム上屋建方工事(2) 横河工事㈱ H18.12 東京都 68ｔ鉄骨+仮設工事
竜王駅改良工事 横河工事㈱ H18. 9 山梨県 317ｔ　鉄骨、足場、ﾍﾞﾝﾄ本体、鍛冶工
東京急行電鉄㈱ 横河工事㈱ H18.  6 神奈川県 １３３ｔ　鉄骨＋２２８ﾋﾟｰｽ＋そのた本体構造物
日暮里駅改修工事 横河工事㈱ H18.  2 東京都 架設工事
登戸駅人道橋撤去工事 横河工事㈱ H17.11 神奈川県 人道橋撤去
東京駅設備ブリッジ架設工事 横河工事㈱ H17. 8 東京都 架設工事
武蔵境駅仮自由通路 横河工事㈱ H17. 7 東京都 　　　２００．０　ｔ　鉄骨＋仮設工事
八重洲北口斜路製作２期工事 横河工事㈱ H17. 7 東京都 ホーム横斜路工事
旗の台駅ホーム上屋建方工事 横河工事㈱ H17. 6 東京都 　　　２００．０　ｔ　鉄骨＋仮設工事
北千住歩道架設、撤去工事 横河工事㈱ H17. 4 東京都 　　　１５０．０　ｔ　鉄骨＋仮設工事
新宿ルミネ柱スリム 横河工事㈱ H17. 4 東京都 　　　　鉄骨＋仮設工事
新宿駅ラピトー０工法実験工事 横河工事㈱ H17. 2 埼玉県 機器設置工事
登戸駅端上本屋ほか新築工事 横河工事㈱ H17. 2 神奈川県 　　　１５０．０　ｔ　鉄骨＋仮設工事
東横線反町駅換気塔建方工事 横河工事㈱ H17. 1 神奈川県 　　　２００．０　ｔ　鉄骨＋仮設工事

主要工事経歴
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城中工業㈱
鉄工工事部

駅舎・軌道規制工事 令和2年 1月現在

工事件名 受注先 着工 施設場所 工事内容

主要工事経歴

浜松町北口歩行者用通路架設工事 横河工事㈱ H16.12 東京都 　　　２００．０　ｔ　鉄骨＋仮設工事
北千住駅　橋脚点検歩廊取付工事 横河工事㈱ H14. 4 東京都 　　　３００．０　ｔ　鉄骨＋仮設工事
新宿駅改修工事 横河工事㈱ H14. 6 東京都 　３．０００．０　ｔ　工事桁・柱・組立解体及鉄骨組立　
小田原駅東西自由通路鉄骨工事 横河工事㈱ H13. 9 神奈川県 　　　５５０．０　ｔ　鉄骨＋PC版900枚　桟橋・構台工事　
新木駅　駅舎改良工事 横河工事㈱ H13. 8 千葉県 　　　　７０．０　ｔ　鉄骨＋架設工事
北千住駅改良工事 横河工事㈱ H12. 9 東京都 　５．０００．０　ｔ　軌条ｸﾚｰﾝ架設　鳶　鍛冶　架設工事　
ゆりかもめ新橋駅ホーム鉄骨工事 横河工事㈱ H12. 4 東京都 　　　１１０．０　ｔ　横取降下設備　鉄骨＋架設工事
曳船工事桁架設工事 横河工事㈱ H10.10 東京都 　１．５００．０　ｔ　工事桁・仮上り車路線鉄骨架設
京都駅ﾃﾙﾊ解体工事 横河工事㈱ H 9. 3 京都 　　　　６０．０　ｔ　鉄骨工事
小倉駅人工地盤鉄骨工事 横河工事㈱ H 8. 8 福岡市 　１．５００．０　ｔ　鉄骨工事
京都駅ビル　2期ｱﾄﾘｳﾑ鉄骨工事 横河工事㈱ H 8. 5 京都 　　　８００．０　ｔ　鉄骨工事
小倉駅ビル新築鉄骨工事 横河工事㈱ H 8. 3 福岡市 　　　５００．０　ｔ　鉄骨工事
上大岡駅改良車路鉄骨工事 横河工事㈱ H 6.10 神奈川県 　　　８８０．０　ｔ　鉄骨工事
京都駅ビル　１期鉄骨工事 横河工事㈱ H 6. 9 京都 ２５．０００．０　ｔ　鉄骨工事
渋谷道玄坂開発工事 横河工事㈱ H 6. 3 東京都 　　　２００．０　ｔ　鉄骨工事
東部・北千住駅改良鉄骨工事 横河工事㈱ H 5. 8 東京都 １０．０００．０　ｔ　鉄骨工事
青海埠頭駅舎新築工事 ㈱エモト H 5. 6 東京都 　　　１５３．０　ｔ　鉄骨工事
三田線・蓮根駅ホーム延伸鉄骨工事 横河工事㈱ H 5. 5 東京都 　　　　６１．０　ｔ　鉄骨工事
ふじみの駅鉄骨工事 横河工事㈱ H 4.11 東京都 　２．０００．０　ｔ　鉄骨工事


