
平成21年5月29日

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

北海道 津軽海峡線 青函トンネル 青森県 国道4号 久栗坂トンネル

〃 広尾町 第一ルベシベトンネル 〃 みちのく有料道路 天間林トンネル

青森県 国道4号 栗坂トンネル 〃 みちのく有料道路 滝沢トンネル

〃 みちのく有料道路 天間林トンネル 岩手県 入畑ダム

新潟県 湯沢側 関越トンネル 福島県 日中トンネル

〃 中山トンネル 栃木県 日光宇都宮有料道路 金精トンネル

栃木県 日光宇都宮有料道路 金精トンネル 長野県 大月トンネル

千葉県 松戸市 栗山トンネル 神奈川県 保土ヶ谷工場 工場内トンネル

静岡県 岡部トンネル 静岡県 道路公社 本坂トンネル

〃 宇津之谷トンネル 愛知県 茶臼山高原道路 面の木トンネル

〃 国道246号 城山トンネル 鳥取県 中国横断道 三平山トンネル

〃 道路公社 本坂トンネル 広島県 中国横断道 赤坂トンネル

兵庫県 日和山トンネル 〃 山陽自動車道 城山トンネル

島根県 国道183号 西条トンネル 〃 山陽自動車道 ボックス

〃 中国横断道 後野トンネル 〃 山陽自動車道 牛頭山トンネル

〃 中国横断道 赤坂トンネル 〃 山陽自動車道 吉敷トンネル

〃 中国横断道 ボックス 山口県 国道191号 白拍子トンネル

岡山県 国道180号 小原トンネル 〃 県道 菅野トンネル

〃 国道180号 金剛山トンネル 〃 県道 ゆずりはトンネル

広島県 山陽自動車道 城山トンネル 〃 末武川ダム 取水トンネル

〃 山陽自動車道 牛頭山トンネル 〃 末武川ダム リムトンネル

山口県 国道191号 大刈トンネル 〃 末武川ダム 監査路

〃 山陽自動車道 桜谷トンネル 〃 山陽自動車道 平山トンネル

〃 山陽自動車道 中村トンネル 〃 山陽自動車道 生野屋トンネル

〃 山陽自動車道 ボックス 〃 山陽自動車道 竜ヶ岳トンネル

〃 山陽自動車道 城山トンネル 〃 山陽自動車道 欽明路トンネル

〃 山陽自動車道 上馬屋トンネル 〃 山陽自動車道 中山トンネル

〃 末武川ダム 監査廊、制水室 〃 国道376号 大道理トンネル

〃 末武川ダム リムトンネル 〃 周南流域下水道浄化センター

愛媛県 石鎚スカイライン 冠岳トンネル 愛媛県 笹ヶ峰トンネル

徳島県 県道 阿川トンネル 〃 国道317号 水ヶ峠トンネル

福岡県 県道 嘉麻トンネル 福岡県 県道 嘉麻トンネル

〃 県道 犬鳴トンネル 〃 国道201号 仲哀トンネル

佐賀県 国道35号 有田トンネル 〃 県道 犬鳴トンネル

熊本県 国道3号 赤松トンネル

スリーエス工法実績

1990年（平成2年） 平成 2年 4月～平成 3年 3月1989年（平成元年） 平成 1年 4月～平成 2年 3月

東和産業株式会社



平成21年5月29日

スリーエス工法実績

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

青森県 みちのく有料道路 滝沢トンネル 青森県 みちのく有料道路 西天間トンネル

〃 みちのく有料道路 みちのくトンネル 〃 みちのく有料道路 みちのくトンネル

群馬県 関越自動車道 大山トンネル 岩手県 国道340号 雄鹿戸トンネル

東京都 　外苑東道り 六本木ビル 福島県 芦ノ牧トンネル

神奈川県 　東名高速道 鮎沢トンネル 群馬県 関越自動車道 大山トンネル

兵庫県 日和山トンネル 千葉県 鋸山トンネル

鳥取県 中国横断道 三平山トンネル 東京都 外苑東道り 六本木トンネル

広島県 山陽自動車道 牛頭山トンネル 愛知県 茶臼山高原道路 面の木トンネル

山口県 山陽自動車道 竜ヶ岳トンネル 鳥取県 国道9号 淀江トンネル

〃 山陽自動車道 カルバート 岡山県 中国横断道 摺針山トンネル

〃 山陽自動車道 欽明路トンネル 〃 中国横断道 川上南トンネル

〃 山陽自動車道 郡家トンネル 〃 中国横断道 笠井山トンネル

〃 山陽自動車道 城山トンネル 広島県 山陽自動車道 八本松トンネル

〃 県道 平岩トンネル 山口県 山陽自動車道 城山トンネル

〃 国道191号 惣郷トンネル 〃 山陽自動車道 殿畑トンネル

〃 国道9号 宮野トンネル 〃 山陽自動車道 欽明路トンネル

〃 周南流域下水道 カルバート 〃 県道 ゆずりはトンネル

愛媛県 石鎚スカイライン 冠岳トンネル 〃 国道9号 宮野トンネル

〃 国道317号 水ヶ峠トンネル 〃 県道 温見トンネル

福岡県 県道 犬鳴トンネル 福岡県 県道 犬鳴トンネル

〃 県道 新犬鳴トンネル 〃 国道201号 仲哀トンネル

熊本県 国道6号 佐敷トンネル 熊本県 国道3号 田浦トンネル

1991年（平成3年） 平成 3年 4月～平成 4年 3月 1992年（平成4年） 平成 4年 4月～平成 5年 3月

東和産業株式会社



平成21年5月29日

スリーエス工法実績

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

青森県 みちのく有料道路 西天間トンネル 宮城県 JR東日本石巻保線区 志津川トンネル

〃 みちのく有料道路 みちのくトンネル 山形県 JR東日本 今宿トンネル

岩手県 国道340号 雄鹿戸トンネル 〃 JR東日本 猿羽根トンネル

福島県 JR東日本 桧原トンネル 福島県 JR東日本 早戸・会津水沼間

〃 芦ノ牧トンネル 〃 国道118号 足ノ牧トンネル

〃 石井大子線 〃 国道349号 BOXカルバート

千葉県 千葉市南部浄化センター 〃 会津坂下河東線 真名畑トンネル

〃 市原市菊間終末処理場 〃 石井大子線 日向見トンネル

〃 里見トンネル 長野県 　　 一ノ瀬トンネル

鳥取県 国道9号 淀江トンネル 千葉県 上信越自動車道 太郎山トンネル

岡山県 中国横断道 笠井山トンネル 〃 上信越自動車道　　 浦山トンネル　

山口県 山陽自動車道 馬屋トンネル 〃 菊間終末処理場

〃 国道191号 ボックス目地 〃 両総土地改良区本納支線用水路

〃 国道2号 ボックス目地 〃 中央浄化センター

〃 擁壁目地 〃 両総土地改良区南郷線 早船サイホン水路

愛媛県 石鎚スカイライン 冠岳トンネル 〃 松ケ島終末処理場

〃 国道317号 水ヶ峠トンネル 〃 両総用水南部幹線用水路

福岡県 味見トンネル 〃 両総土地改良区松尾支線用水路

〃 県道福岡直方線 犬鳴トンネル 〃 千葉市南部浄化センター

大分県 国道10号 中ノ谷トンネル 山梨県 大月トンネル

長崎県 対馬国道382号 　　　トンネル 鳥取県 国道9号 淀江トンネル

佐賀県 国道263号 三瀬トンネル 山口県 国道2号 防府第1トンネル

〃　 国道2号 防府第2トンネル

　〃 国道9号 地下道目地

　〃 国道9号 真琴トンネル

　〃 県道 富海トンネル

　〃 県道 松尾トンネル

愛媛県 国道317号 水ヶ峠トンネル

福岡県 二丈浜玉道路 立花トンネル

　〃 県道福岡直方線 犬鳴トンネル

　〃 県道 釣垂トンネル

大分県 国道10号 中ノ谷トンネル

長崎県 対馬国道382号 　　　トンネル

1993年（平成5年） 平成 5年 4月～平成 6年 3月 1994年（平成6年） 平成 6年 4月～平成 7年 3月

東和産業株式会社



平成21年5月29日

スリーエス工法実績

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

青森県 中四国～木古内工区 青函トンネル 青森県 みちのく有料道路 西天間トンネル

福島県 国道118号 芦ノ牧トンネル 〃 みちのく有料道路 みちのくトンネル

群馬県 上信越自動車道 一ノ瀬トンネル 秋田県 JR東日本 相沢山トンネル

千葉県 両総土地改良区 福岡支線用水路 山形県 JR東日本 第3及位トンネル

〃 両総土地改良区 南部幹線水路 〃 JR東日本　芦沢・舟形 第2猿羽根トンネル

〃 菊間終末処理場 福島県 JR東日本 桧原トンネル

鳥取県 国道9号 淀江トンネル 〃 JR東日本　塔寺～坂本間 元屋敷トンネル

島根県 国道9号 津田トンネル 〃 JR東日本　宮下保線区 第1花坂トンネル

〃 国道191号 田万川トンネル 　〃 国道252号 田子倉第2トンネル

山口県 国道262号 佐波川トンネル 〃 国道114号 仙人沢トンネル

〃 国道315号 平岩トンネル 群馬県 上信越自動車道 太郎山トンネル

〃 国道315号 割ヶ嶽トンネル 〃 北陸新幹線 一ノ瀬トンネル

〃 国道9号 杖坂トンネル 栃木県 県道 大金トンネル

〃 国道9号 地下道目地 〃 県道 小白井トンネル

〃 県道下関港線 椋野トンネル 千葉県 両総土地改良区 北部幹線水路

愛媛県 国道317号 水ケ峠トンネル 〃 両総土地改良区 東郷支線用水路

福岡県 県道福岡直方線 犬鳴トンネル 〃 八日市場土地改良西幹線 大久保地区水路

〃 福岡県道路公社 冷水トンネル 〃 松ケ島終末処理場

大分県 国道10号 加々鶴トンネル 〃 菊間終末処理場

〃 国道10号 古城山トンネル 静岡県 井川・田代トンネル

鳥取県 国道191号 人形トンネル

〃 国道9号 浅利トンネル

広島県 国道191号 安野トンネル

山口県 県道下関港線 椋野トンネル

〃 県道萩秋芳線 新矢代トンネル

〃 県道小郡三隅線 釜ヶ淵擁壁

〃 国道9号 峠山トンネル

〃 国道434号 菅野トンネル

〃 国道315号 金山谷トンネル

〃 国道191号 井部田トンネル

〃 町道 銭壷山トンネル

愛媛県 国道317号 水ヶ峠トンネル

福岡県 県道 曲淵トンネル

長崎県 市道 鹿子前トンネル

大分県 国道9号 中ノ谷トンネル

〃 国道220号 古城山トンネル

宮崎県 国道220号 日南トンネル

1995年（平成7年） 平成 7年 4月～平成 8年 3月 1996年（平成8年） 平成 8年 4月～平成 9年 3月

東和産業株式会社



平成21年5月29日

スリーエス工法実績

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

秋田県 国道7号 龍ヶ鼻トンネル 北海道 道道美深中頓別線 天の川トンネル

福島県 JR東日本 桧原トンネル 山形県 国道112号 月山第１トンネル

〃 JR東日本 小野川トンネル 福島県 国道114号 仙人沢トンネル

〃 国道114号 仙人沢トンネル 〃 国道252号 駒鳴瀬トンネル

〃 国道252号 駒鳴瀬トンネル 〃 JR東日本 橋立トンネル

新潟県 ＪＨ 薬師トンネル 〃 JR本名、会津越川間 橋立トンネル

茨城県 企業局　土浦浄水場 千葉県 県土木 境川トンネル

千葉県 館山鏡ケ浦クリーンセンター 〃 両総用水

〃 県道（市原市） 杉畑第１トンネル 〃 花見川処理場菅廊 BOX目地

鳥取県 国道9号 淀江トンネル 神奈川県 都市高・横浜 並木トンネル

島根県 国道191号 人形トンネル 〃 横須賀 小矢部トンネル

広島県 国道54号 根之谷トンネル 鳥取県 国道9号 米子第１トンネル

山口県 国道2号 BOX目地 島根県 国道9号 米子第２トンネル

〃 国道2号 田原トンネル 岡山県 中国自動車道 杉坂トンネル

〃 国道191号 萩地下道 広島県 国道54号 根之谷トンネル

〃 国道191号 大刈トンネル 〃 国道185号 仁方第２トンネル

〃 国道191号 小刈トンネル 〃 県道 大境トンネル

〃 国道262号 古戦場トンネル 〃 国道184号 諸原トンネル

〃 国道315号 向道第１トンネル 山口県 防府環状線 富海トンネル

〃 国道315号 栄谷トンネル 〃 国道262号 古戦場トンネル

〃 国道434号 菅野トンネル 〃 国道191号 田部トンネル

〃 県道 一ノ瀬トンネル 〃 岩国玖珂線 BOXカルバート

〃 県道下関港線 椋野トンネル 福岡県 国道201号（京都郡） 新仲哀トンネル

〃 市道 王司地下道 長崎県 漁港道路 蔽刈トンネル第１工区

福岡県 国道 BOX目地 〃 漁港道路 蔽刈トンネル第２工区

〃 国道201号 新仲哀トンネル 〃 佐世保市 鹿子前トンネル

長崎県 漁港道路 鳴鼓トンネル第１工区 大分県 県道（大野郡） 中茶屋トンネル

〃 漁港道路 鳴鼓トンネル第２工区 〃 国道10号 中の谷トンネル

〃 漁港道路 蔽刈トンネル第１工区 宮崎県 国道10号（東緒県郡） 山下トンネル

〃 漁港道路 蔽刈トンネル第２工区 鹿児島県 国道58号（奄美大島） 和瀬トンネル

大分県 県道 中茶屋トンネル 〃 県道（薩摩郡） 川平トンネル

宮城県 国道220号 古城山トンネル 〃 JR九州（川内市） 柴尾山トンネル

〃 国道 山下トンネル 〃 県道（出水市） 定之段トンネル

鹿児島県 国道58号 和瀬トンネル 〃 国道3号（市来町） 朝日トンネル

沖縄県 国道58号（北部） 宜名真トンネル

〃 国道58号 新与那トンネル

〃 国道58号 辺士名トンネル

〃 国道58号（浦添市） 伊祖トンネル

1998年（平成10年） 平成10年 4月～平成11年 3月1997年（平成9年） 平成 9年 4月～平成10年 3月

東和産業株式会社



平成21年5月29日

スリーエス工法実績

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

宮城県 JR気仙沼線 歌津トンネル 熊本県 国道3号 津名木トンネル

秋田県 JR横手工務区 院内トンネル 〃 国道3号 佐敷トンネル

〃 JR横手工務区 岩渕トンネル 大分県 国道326号 中茶屋トンネル

〃 国道13号 雄勝トンネル 宮城県 国道220号 高松トンネル

〃 皆瀬村役場 地下室 鹿児島県 国道328号 柴尾トンネル

〃 湯沢市下水処理場 管路目地 〃 国道10号 佐山トンネル

山形県 国道112号 湯殿トンネル 〃 県道 今里トンネル

〃 国道112号 朝日第１トンネル 〃 町道 中間トンネル

福島県 JR磐越西線 沼上トンネル

〃 JR磐越西線 名入トンネル

〃 国道252号 阿久津トンネル

千葉県 両総用水 北部幹線水路

〃 両総用水土地改良区 本納支線

〃 両総用水土地改良区 福岡支線

富山県 国道156号 大牧トンネル

〃 国道304号 梨谷トンネル

長野県 国道19号 新久米路トンネル

〃 道路公社 新和田トンネル

岡山県 岡南 共同溝

広島県 市道（草津沼田道路） 行者山トンネル

〃 県道（江田島町） 秋月トンネル

〃 県道（久井町） 大境トンネル

山口県 JH下関 大久保トンネル

〃 県道 川西トンネル

〃 山口宇部有料道路 BOXカルバート

〃 県道（岩国新港） 地下道目地

〃 県道（防府） 茶臼山トンネル

〃 県道（徳山） 栄谷トンネル

〃 県道（岩国） 美和トンネル

〃 県道（長門） 渋木トンネル

〃 県道（岩国） 長原トンネル

〃 国道2号 BOXカルバート

〃 国道9号 朝日トンネル

〃 国道262号 古戦場トンネル

〃 国道315号 割ヶ嶽トンネル

〃 愛宕山 ベルコン、トンネル

〃 県道（維新公園） 地下道目地

愛媛県 北灘トンネル

高知県 播生浄化場

福岡県 副楽トンネル

〃 国道202号 大入トンネル

佐賀県 国道35号 有田トンネル

長崎県 市道 鹿子前トンネル

1999年（平成11年） 平成11年 4月～平成12年 3月1999年（平成11年） 平成11年 4月～平成12年 3月

東和産業株式会社



平成21年5月29日

スリーエス工法実績

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

北海道 札幌土現 富芦トンネル 島根県 国道9号 木部トンネル

岩手県 町道 奥岩泉トンネル 〃 県道（旭） 坂本トンネル

〃 JR東日本・東北新幹線 鶴城トンネル 〃 国道314号 平田トンネル

秋田県 国道 山口トンネル 〃 国道9号 青野山トンネル

〃 町道 羽後トンネル 〃 国道9号 宅野トンネル

山形県 国道112号 朝日第一トンネル 〃 国道9号 神畑トンネル

〃 国道112号 朝日第二トンネル 広島県 広島高速4号（広島西風神郡線）

〃 国道112号 月山第一トンネル 〃 国道31号 天応トンネル

〃 国道112号 月山第二トンネル 〃 国道31号 猪山トンネル

〃 県道 土合トンネル 〃 国道185号 木谷トンネル

〃 国道 田麦俣トンネル 山口県 国道9号 梶木トンネル

〃 国道 湯殿山トンネル 〃 国道2号 BOXカルバート

福島県 JR東日本 早戸トンネル 〃 国道2号 岩国トンネル

群馬県 県道 交差点機械室 〃 市道（光市） 周南トンネル

〃 県道 湯殿山トンネル 〃 国道262号 佐波川トンネル

〃 浄水道 管廊 〃 国道315号 栄谷トンネル

埼玉県 首都高速（与野） BOX目地 〃 県道（欽明路） 柱野トンネル

〃 JR東日本 采女地下道 〃 県道（本郷） 美郷トンネル

千葉県 両総用水 南部幹線（茂原） 〃 国道191号 榎谷トンネル

〃 両総用水 南部幹線（東金） 愛媛県 県道 冠岳トンネル

〃 両総用水 南部幹線水路 〃 国道320号 岩谷トンネル

〃 両総土地改良 正気派線用水路 〃 国道197号 上中第一トンネル

〃 市原市 菊間終末処理場菅廊 〃 国道197号 高研山トンネル

富山県 国道156号 栃原トンネル 〃 県道 桜峠トンネル

〃 国道156号 小原トンネル 高知県 国道194号 新大森トンネル

〃 国道156号 祖山トンネル 〃 国道194号 荷瀧トンネル

〃 五箇山トンネル 〃 国道439号 矢筈トンネル

〃 医王トンネル 福岡県 国道201号 新中哀トンネル

〃 臼中トンネル 〃 県道 鷹巣トンネル

〃 新楢尾トンネル 〃 国道202号 大入トンネル

〃 国道156号 大牧トンネル 〃 九州自動車道 大久保トンネル

〃 白倉トンネル 〃 国道3号 城山トンネル

〃 虎谷トンネル 〃 国道3号 岡垣トンネル

〃 国道304号 梨谷トンネル 〃 国道422号 山中トンネル

〃 JR東日本 富山駅操車場 〃 国道422号 松瀬向トンネル

福井県 国道27号 加斗トンネル 〃 国道422号 黒岩トンネル

〃 国道27号 勢浜トンネル 〃 県道 味見トンネル

長野県 鹿教湯トンネル 佐賀県 国道204号 牟形トンネル

和歌山県 国道42号 富山トンネル 〃 町道（厳木町） 野々平トンネル

島根県 国道54号 多根トンネル 長崎県 国道382号 十善寺トンネル

〃 国道314号 鴨倉トンネル 〃 市道（佐世保市） 鹿子前トンネル

〃 金原トンネル 〃 国道382号 加賀トンネル

〃 国道9号 津田トンネル 〃 国道382号 鶏知トンネル

2000年（平成12年） 平成12年 4月～平成13年 3月2000年（平成12年） 平成12年 4月～平成13年 3月

東和産業株式会社



平成21年5月29日

スリーエス工法実績

都道府県 路線・道路名 案件名 都道府県 路線・道路名 案件名

長崎県 国道34号 日見トンネル

熊本県 国道3号 管内BOXカルバート

〃 国道57号 管内BOXカルバート

〃 国道266号 岩谷トンネル

〃 国道3号 赤松トンネル

〃 国道3号 熊の戸トンネル

大分県 国道10号 高平トンネル

〃 国道10号 尺間トンネル

〃 国道10号 椛ヶ原トンネル

〃 国道10号 長迫トンネル

〃 国道10号 前畑トンネル

〃 国道10号 宗太郎トンネル

〃 国道10号 立花トンネル

〃 国道10号 赤水トンネル

宮崎県 国道10号 管内BOXカルバート

〃 国道10号 日南トンネル

〃 国道10号 内海トンネル

〃 国道10号 新鶏戸トンネル

〃 国道265号 中椎葉第一トンネル

〃 国道265号 中椎葉第二トンネル

鹿児島県 県道 第一湊トンネル

〃 国道3号 佐山トンネル

〃 町道（財部町） 中間トンネル

〃 国道220号 海潟トンネル

〃 国道220号 郷ノ原トンネル

〃 国道226号 成川トンネル

〃 県道 油井トンネル

〃 県道 今里トンネル

2000年（平成12年） 平成12年 4月～平成13年 3月

東和産業株式会社


