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城中工業㈱
鉄工工事部

一般鉄骨・鍛冶工事 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

東京国際空港第二ゾーン計画新築工事 西松建設㈱ H30.11 東京都 鉄骨建方工事　18,000ｔ
麹町五丁目計画再開発工事 西松建設㈱ H30.4 東京都 鉄骨建方工事　15,000ｔ
新国立競技場整備事業　屋根鉄骨工事 ㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ H30.1 東京都 屋根鉄骨建方工事 7,000ｔ　ベント工事

宇田川町計画 西松建設㈱ H29.9 東京都 地上鉄骨建方工事

須賀川市民センター ㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ H28.9 福島県 鉄骨建方工事　3,225ｔ　ベント工事

横浜北幸ビル 西松建設㈱ H28.6 神奈川県 商業等鉄骨建方工事　750ｔ

福島第一原発3号機ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ工事 ㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ H28.1 福島県 ドーム屋根スライド建方工事

日大文理/新築工事 西松建設㈱ H28.3 東京都 鉄骨建方工事　3,833ｔ

名古屋駅新ビル　新設工事 横河工事㈱ H27.4 愛知県 鉄骨建方工事　5,500ｔ

福島第一原発3号機ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ工事 横河工事㈱ H27.4 福島県 建家カバーリング鉄骨建方工事

三田ビル/新築工事 西松建設㈱ H27.4 東京都 鉄骨建方工事　4,900ｔ

ﾋｭｰﾘｯｸ渋谷/新築工事 西松建設㈱ H28.3 東京都 鉄骨建方工事

南行徳3丁目計画 横河工事㈱ H27.3 東京都 PCマンション建方工事

岩国飛行場　新設建築その他工事 横河工事㈱ H25.12 山口県 鍛冶工

ｻｯﾎﾟﾛ恵比寿ﾋﾞﾙ新築工事 西松建設㈱関東建築支社 H25.12 東京都 吊足場外部飛散養生組立解体

福島第一原発3号機ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ工事 横河工事㈱ H25.11 福島県 カバーリング鉄骨建方工事

草薙総合体育館建築工事 横河工事㈱ H25.10 静岡県 屋根鉄骨建方工事

ｻｯﾎﾟﾛ恵比寿ﾋﾞﾙ新築工事 西松建設㈱関東建築支社 H25.6 東京都 鉄骨建方工事　外部足場工事

新日鉄住金鹿島製鐵所 横河工事㈱ H25.4 茨城県 HKSｺｲﾙﾔｰﾄﾞ鉄骨補修工事

蒲郡競走場施設改善工事 横河工事㈱ H25.2 愛知県 競走場ｽﾀﾝﾄﾞ鉄骨建て方、ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝﾍﾞﾝﾄ工法

JX掛川工場建設工事 横河工事㈱ H24.5 静岡県 鉄骨建方2,700ｔ、足場工2,700ｔ昇降設備4,000ｹ所、他

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ赤坂解体工事 横河工事㈱ H24.4 東京都 解体装置組立工事

福島第一原発3号機ｶﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ工事 横河工事㈱ H23.12 福島県 鉄骨鍛冶工

青梅警察署庁舎改築工事 西松建設㈱関東建築支社 H23.6 東京都 SRC造　地上4階、地下2階PH１階　7911.85㎡

沖縄科学技術大学院大学研究棟2新営鉄骨工事 西松建設㈱九州支社 H23.5 沖縄県 本体鉄骨2,066ｔ　高力ﾎﾞﾙﾄ締付128,029本

武蔵小杉駅南口地区西街区第1種市街地再開発事業　鉄骨 西松建設㈱関東建築支社 H23.2 神奈川県
本体高層棟鉄骨3669ｔ,低層棟鉄骨1845ｔ、　　　　　　　付帯
鉄骨766.5ｔ　特殊工事1325ｔ

和泉府中駅東第一区第二種市街地再開発事業 西松建設㈱関西支社 H22.6 大阪府和泉市 本体鉄骨978ｔ　付帯鉄骨1051.4ｔ　仮設工事
武蔵小杉駅南口地区西街区第1種市街地再開発事業　足場 西松建設㈱関東建築支社 H22.3 神奈川県
南平台町計画新築工事 足場 西松建設㈱関東建築支社 H22.7 東京都 鉄骨足場（耐火被覆用足場、ﾄﾗｽ受け架台組立、解体）

南平台町計画新築工事 仮設工事 西松建設㈱関東建築支社 H22.7 東京都
ﾄﾗｽ内部仮設工事、工事用EV仮設工事、ﾙｰﾊﾞｰ鉄骨、ﾌｱｰ
ﾘｲﾝｸﾞ鉄骨

南平台町計画新築工事　鉄骨工事 H22.8 東京都 高層部鉄骨仮設7507ｔ、その他仮設工事
大島上町計画新築工事　仮設工事 西松建設㈱関東建築支社 H22.3 神奈川県 外部足場工事
松竹新木場倉庫増築工事 西松建設㈱関東建築支社 H22.2 東京都 本体鉄骨2.034.4ｔ  付属鉄骨257.0ｔ　
御殿場プロジェクト新築工事 西松建設㈱関東建築支社 H21.10 静岡県 本体鉄骨1,104.8ｔ  付属鉄骨100.6ｔ　仮設工事

主要工事経歴
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岩倉高校中央館新築工事 西松建設㈱関東建築支社 H21.10 東京都 鉄骨建て方
西新井駅西口地区（A街区）開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 西松建設㈱ H21.6 東京都 本体鉄骨1,688ｔ　付帯鉄骨904ｔ　仮設工事
環状第二号線新橋・虎ノ門地区再開発事業I街区新築 西松建設㈱ H21.3 東京都 鉄骨1,568ｔ　仮設工事
甲府紅梅地区第一種市街地再開発ﾋﾞﾙ新築工事 西松建設㈱ H21.2 山梨県 鉄骨314.99ｔ　仮設工事
JUKI新社屋計画建築工事 西松建設㈱ H20.12 東京都 本体鉄骨4124.3ｔ　付属鉄骨650ｔ　鉄骨階段112台
阪神甲子園球場ﾘﾆｭｱﾙ工事 横河工事㈱ H20.10 大阪府
戸塚駅西口第一地区第二種市街地再開発事業共同ビル棟 西松建設㈱横浜支店 H20.10 神奈川県 本体鉄骨8100ｔ　付属鉄骨624ｔ　鉄骨階段550ｔ　仮設工事
ｵﾘｯｸｽ堺ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ南棟新築工事 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H20.8 大阪府
羽村物流ｾﾝﾀｰ新築工事 西松建設㈱ H20. 6 東京都 本体鉄骨　3427.6t　付帯鉄骨660ｔ　仮設工事
ｹｰﾕｰ中古車ｼｮｰﾙｰﾑ新築工事 西松建設㈱ H20. 5 東京都 本体鉄骨　600ｔ
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ岩槻ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 西松建設㈱ H20.　2 埼玉県 本体鉄骨　3713.5ｔ　付帯鉄骨252.4ｔ　仮設工事
電力中央動力研究所新築工事 西松建設㈱ H19.10 神奈川県 本体鉄骨　748ｔ　付帯鉄骨　199ｔ　仮設工事
柏物流倉庫新築工事 西松建設㈱ H19. 9 千葉県 本体鉄骨　3,586ｔ　仮設工事
岩倉高校中央館新築工事 西松建設㈱ H19. 5 東京都 鉄骨5.8ｔ
東京昭和運輸㈱椎の森配送ｾﾝﾀｰ新築工事 西松建設㈱ H19. 5 千葉県 本体鉄骨　246ｔ　附帯58ｔ
㈱高山常温一括兵庫ｾﾝﾀｰ新築工事 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H19. 5 兵庫県 本体鉄骨　657.1ｔ　附帯20ｔ
SECｶｰﾎﾞﾝ㈱京都建設建て方工事 新日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ H19. 4 京都府 本体鉄骨　340ｔ　　附帯177ｔ
ﾍﾞﾈｯｸｽS-1ﾋﾞﾙ屋上改造工事 横河工事㈱ H18.10 神奈川県
市原IMT倉庫棟建設工事 西松建設㈱ H18.10 千葉県 本体2,825トン　　附帯98.8ｔ
キャノン柳町ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 横河工事㈱ H18.10 神奈川県
東京警察病院鉄骨建て方工事 西松建設㈱ H18. 5 東京都 本体34,402ｔ　　付帯６００，６ｔ
大都販売㈱墨田計画新築工事 西松建設㈱ H18. 4 東京都
ららぽーと横浜ＳＣプロジェクト 横河工事㈱ H18. 2 神奈川県 ５.０00.0ｔ          地上６F鉄骨･仮設工事
キャノン平塚新拠点建設工事 西松建設㈱ H17.10 神奈川県 ４.500.0ｔ          地上８F鉄骨･仮設工事
佐倉ＱＶＣジャパン新配送センター 西松建設㈱ H17.10 千葉県 ６.０00.0ｔ          地上７F鉄骨･仮架設工事
関東自動車鉄骨工事 横河工事㈱ H17. 6 静岡県 7.０00.0ｔ          地上７F鉄骨･仮架設工事
キャノン塚越プロジェクト新築工事 横河工事㈱ H17. 4 神奈川県 ３.500.0ｔ          地上５F鉄骨･仮設工事
プロロジスパーク杉戸新築工事 西松建設㈱ H17. 3 埼玉県 ５.500.0ｔ          地上６F鉄骨･仮設工事
水戸和泉町一丁目南地区建築工事 横河工事㈱ H16.12 茨城県 ４.500.0ｔ          地上８F鉄骨･仮設工事
富士ﾌｲﾙﾑ㈱吉田北向上ＢＭ３４建設工事 横河工事㈱ H16. 9 静岡県 ３.500.0ｔ          地上４F鉄骨･仮設工事
東京ＰＣＢ廃棄物処理施設新築工事 横河工事㈱ H16. 9 東京都 ５.800.0ｔ          地上6F鉄骨
ｷｬﾉﾝ矢向ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ新築工事 横河工事㈱ H16. 3 神奈川県 7.800.0ｔ          地上6F鉄骨･仮架設工事
富士ﾌｲﾙﾑ㈱吉田北YBM棟･F5棟建設工事 横河工事㈱ H15. 2 静岡県 4.400.0ｔ          地上5F鉄骨･仮設工事
静岡パイオニア㈱７号館建設工事 横河工事㈱ H14.12 静岡県 2.500.0ｔ          地上2F鉄骨･仮設工事
東京都文化会館改修工事 横河工事㈱ H13. 6 東京都   屋根ﾌﾛｱ･ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ設備 鉄骨･仮設工事
蓮田市再開発調整池鉄骨工事 駒井鉄工㈱ H 9. 4 埼玉県 1.500.0ｔ          鉄骨鍛冶･仮設工事
㈱日本ﾃﾞｼﾞﾀﾙ研究所本社ﾋﾞﾙ鉄骨鍛冶工事 五福産業㈱ H 8. 5 東京都                     ﾎﾞﾙﾄ39,383本 溶接
Aﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ店補棟鍛冶工事 ㈱ｴﾓﾄ H 6. 5 神奈川県 4.500.0ｔ
天王洲郵船ビル ㈱ｴﾓﾄ H 5. 4 東京都 8.080.0ｔ
ﾃﾚｺﾑｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ鍛冶工事 ㈱ｴﾓﾄ H 5. 3 東京都 1.453.0ｔ
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あさひ銀行鉄骨建方工事 横河工事㈱ H 5. 1 栃木県 1.000.0ｔ          鉄骨仮設工事
あさひ銀行鍛冶工事 横河工事㈱ H 4.11 栃木県 4.936.0ｔ
横須賀倉庫新建方工事 ㈱ｴﾓﾄ H 4. 8 神奈川県   400.0ｔ          鉄骨仮設工事
永大共同ビル鉄骨建方工事 伸和建設㈱ H 4. 6 東京都   200.0ｔ          鉄骨仮設工事
多摩南部医療施設本館新築鍛冶工事 ㈱ｴﾓﾄ H 4. 5 東京都   300.0ｔ
新宿ｺﾘﾝｽﾞ鍛冶工事 ㈱ｴﾓﾄ H 4. 4 東京都   580.0ｔ
立川JFﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ㈱ｴﾓﾄ H 4. 2 東京都   300.0ｔ
相場タービン鍛冶工事 ㈱ｴﾓﾄ H 4. 1   500.0ｔ
初島クラブ計画鍛冶工事 ㈱ｴﾓﾄ H 3.12 静岡県 2.500.0ｔ
汐入再開発大ホール鍛冶工事 ㈱ｴﾓﾄ H 3.12 神奈川県 2.500.0ｔ
高橋パーキング ㈱旭立 H 3.10 神奈川県   300.0ｔ
世田谷庁舎新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 9 東京都   552.0ｔ
KTIｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 8 　　８２３．０ｔ
多摩南部医療施設新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 7 東京都 　　９２６．０ｔ
ﾌﾅｺｼ薬品駿河台ﾋﾞﾙ新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 7 　　３５６．０ｔ
三菱小牧本庄倉庫新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 5 愛知県 　　９０３．０ｔ
明星大学厚生棟新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 5 東京都 　　２２８．０ｔ
共立住販新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 4 東京都 　　４０３．０ｔ
ｺｽﾓ西蒲田新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 4 東京都 　　３０７．０ｔ
ｻﾐｽﾀ西早稲田ﾋﾞﾙ新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 4 東京都 　　２５６．０ｔ
東名食品ｾﾝﾀｰ新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 4 神奈川県 　　３８８．０ｔ
住友ｾﾒﾝﾄ栃木工場(NSP架構据付工事) 前川工業㈱ H 3. 3 栃木県 　　８９０．０ｔ
北与野駅前公団住宅新築鍛冶工事 西松建設㈱ H 3. 3 埼玉県 １．０００．０ｔ
京橋3丁目ﾋﾞﾙ鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 3 東京都 　　３２２．０ｔ
筑波日本ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ2期新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 3 茨城県 　　６４０．０ｔ
ﾊｰｸﾞｳﾞｨﾗ湯河原新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 3. 2 神奈川県 　　２６６．０ｔ

藤木企画㈱大黒埠頭倉庫新築鍛冶工事 川岸工事㈱ H 2.11 神奈川県 １．１００．０ｔ

目黒雅叙園新築鍛冶工事 川岸工事㈱ H 2.10 東京都 ２．２５８．０ｔ
四日市ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾎｰﾗﾑ21新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 2. 9 愛知県 ６．０００．０ｔ
日本体育大学健志台研究施設鍛冶工事 川岸工事㈱ H 2. 9 　　５５８．０ｔ
渋谷丸井ビル新築鍛冶工事 江本建設㈱ H 2. 6 東京都 １．３２５．０ｔ
引地台温水プール鍛冶工事 川岸工事㈱ H 2. 5 　　３１５．０ｔ
千代田生命水戸ビル鍛冶工事 江本建設㈱ H 2. 4 茨城県 　　５８２．０ｔ
羽田切量架工事 小向溶接 H 2. 3 東京都 １．８００．０t
新横浜白井ビル新築建方工事 前田建設㈱ H 2. 3 神奈川県 　　２２０．０ｔ
サンライフ稲毛鍛冶工事 江本建設㈱ H 2. 1
相模原北清掃工場鍛冶工事 江本建設㈱ H 1.11 神奈川県
原町田三丁目再開発事業鍛冶工事 江本建設㈱ H 1.11 神奈川県
前田建設㈱出向社員 前田建設㈱ H 1.10 神奈川県
厚木福祉ｾﾝﾀｰ架設工事 前田建設㈱ H 1.10 神奈川県
岐阜流通ｾﾝﾀｰ鍛冶工事 江本建設㈱ H 1. 9 岐阜県 　　６７７．０ｔ
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工事件名 受注先 着工 施設場所 工事内容

主要工事経歴

日本治金鍛冶工事 前田建設㈱ H 1. 7 神奈川県
栃木文化センター鍛冶工事 江本建設㈱ H 1. 6 栃木県 ２．５００．０t
住友ｾﾒﾝﾄ田村工場建方鍛冶工事 前川工業㈱ H 1. 6 福島県 　　９００．０ｔ
秦野駅前ﾋﾞﾙ鍛冶工事 江本建設㈱ H 1. 5 神奈川県 １．０４８．０t
沖ﾋﾞｼﾞﾈｽ本社ﾋﾞﾙ鍛冶工事 江本建設㈱ H 1. 5 東京都 　　２９０．０ｔ
鈴鹿ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ工場鍛冶工事 江本建設㈱ H 1. 4 三重県 　　１４８．０ｔ
㈱白子新築工事鉄骨建方工事 江本建設㈱ S63. 8 群馬県 　　６５０．０ｔ
横浜博神奈川ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ鉄骨鍛冶工事 江本建設㈱ S63. 8 神奈川県 　　２８４．０ｔ
ﾀﾞｲﾔﾊﾟﾚｽ小川町鉄骨鍛冶工事 江本建設㈱ S63.7 埼玉県 １．６００．０t
徳倉高松店鉄骨建方工事 ㈱ミモト製作所 S63. 6 香川県 　　５２８．０t
東洋埠頭㈱東扇島冷凍倉庫新築鉄骨工事 江本建設㈱ S63. 5 神奈川県 １．５００．０ｔ
東洋埠頭㈱第３号倉庫建方工事 江本建設㈱ S63. 1 神奈川県 　　８２０．０ｔ
丸住製紙㈱大江工場4.5号ﾎﾞｲﾗｰ据付工事 日本建設工業㈱ S62.12 愛媛県
高松東讃ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去工事 川辺機械㈱ S62.12 香川県


