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株式会社大矢工業

会社案内

～頑固一徹鉄人集団が、社会インフラを担う～



会社名 株式会社 大矢工業
本社住所 〒454-0043 名古屋市中川区牛立町1-25
空見工場 〒455-0847 名古屋市港区空見36
電話 052-398-1038       FAX    052-398-1056
Web www.oyakogyo.com
Email info@oyakogyo.com
資本金 1,000万円
スタッフ 20名

建設業
愛知県知事許可（般－２０）第100489号
土木・建設・鋼構造物工事業
機械・器具設置工事業、とび・土工工事業

ISO認証 ISO9001-2015

1936 大矢製鋲所として創業
1960 大矢工業所として設立
1988 有限会社大矢工業所（有限会社移行）
1995 空見工場設立（名古屋港鉄鋼埠頭株式会社構内）
2002 株式会社大矢工業（株式会社移行）
2019 ISO認証取得

会社概要

沿革

社是 正心誠意

社長 八橋 芳勝
専務 大矢 浩史
工場長 布目 高司
顧問 横川 俊明

経営執行陣

三菱UFJ銀行
名古屋銀行
愛知銀行
岡崎信用金庫

取引先金融機関 (以下敬称略)

会社情報



正心誠意という社是のもと、８０余年の長きにわたり、頑固一徹鉄人の技を磨き、信頼を勝ち得て来ました。鋼構造
物事業を通じて、社会インフラ整備を担ってきたことが、私たち鉄人の誇りです。
今後もその経験と強みを活用し、技術力・信用力を磨き、妥協せずに社会の変化とニーズに応えて参ります。
お客様と社会に対して、正しい心で、誠意ある対応を心がけ、明るい未来に繋がる事業を推し進めます。

企業理念

当社の強み

社会インフラ構造物はもちろんのこと、さまざまな分野で、経験と技術を培ってきました。
土木では、橋梁工事、鉄道工事、港湾・河川工事、空港工事の鋼構造物製作・設置・補修。
建築では、鉄骨の製作・設置・補修、耐震補強、改修工事。
工場設備では、自動車製造ライン・部品製造ライン、製鉄所設備。
プラント・発電所・造船所では、本体及び付帯設備の製作・設置・補修。
エンターテインメント・スポーツ施設では、野球場、スキー場リフト、商業モニュメントの製作・設置・補修。

製造設備

工場面積 1700 ㎡
クレーン 10t x1, 5t x1, 2t x6
穴明・切断ライ(H1000)50mx1
切断ライン(H650)20ｍx1
Ｈ鋼開先機 x1
NCドリルマシン CSDii1050 x1
バンドソー GTII8010CNC x1
バンドソー ST4565 x1
自動ドリル研磨機 DG40AX x1

油圧プレスマシン x3
マグネットボール盤 x10
アーク溶接機 250-500A x10
MAG溶接機 350-600A x10
ガウジング 500A x2
TIG溶接機 300A x2
プラズマ切断機 D12000 x2
ショットブラスト機 x1

企業理念・当社の強み・製造設備



道路橋、鉄道橋、歩道橋等、橋梁鉄骨の製作を行います。また、関連する現場設置工事・補修工事、桁移動防止、鋼
矢板補強等の耐震補強工事等も請け負います。

土木 橋梁

主な実績

伊勢湾岸自動車道・名港トリトン仮設橋
第二名神・木曽川橋
第二名神・錐ケ瀧橋
中央自動車道・飯田管内橋梁
東名高速・豊川高架橋
名古屋高速・港明工区高架橋
国道２３号・庄内新川橋（補強補修工事）
国道２３号・揖斐長良大橋（補強補修工事）
国道４１号・新川中橋矢田川橋橋梁（補強工事）
国道２４８号・葵大橋
西広島バイパス廿日市高架橋
伊勢湾岸自動車道・名港トリトン仮設橋
名古屋市・港楽木場町線木場新橋
名古屋市・矢田川橋
羽島養老線・福束大橋
JR東海道新幹線・第一青地高架橋
JR東海道本線・弁天島第一および第三浜名橋梁
JR東海道本線・静岡安倍川間蒲田架道橋
JR東海道本線・大井川橋梁
JR東海道本線・富士川橋梁
JR東海道本線・桂川橋梁（大規模改修工事）
JR東海道本線・揖斐川橋梁（大規模改修工事）
愛知医科大学歩道橋

土木 空港

空港建設に関わる各種鋼構造物の製作を行います。
中部国際空港建設時、鋼管杭・鋼矢板の加工、管制塔用鋼構造物の製作、
航空機進入灯の製作、および現場設置工事等に携わりました。

中部国際空港・鋼管杭
中部国際空港・鋼矢板
中部国際空港・管制塔
中部国際空港・航空路進入灯

主な実績

事業内容＆実績 土木Ⅰ



埠頭、桟橋、防波堤、港湾護岸壁、河岸護岸壁に関係する鉄骨・鋼構造物の製作を行います。特に、鋼管杭、鋼矢板
等、重量鉄骨の切断、開先、穴開け、熔接加工、現場工事、補修工事を得意としています。
また、港湾用クレーンの新設レール工事、クレーン本体の補修、港湾用トレーラの製作も行います。

土木 港湾／護岸

土木 鉄道／道路／トンネル／共同溝 他

鉄道工事に伴う鋼構造物の加工・製作（軌道レール、電線架線用構造物、
土留め・擁壁、地震・災害対策、土砂対策、駅舎、変電所、トンネル等）
道路工事に伴う鋼構造物の加工・製作（防音壁、土留め・擁壁、地震・災
害対策、土砂対策、トンネル、共同溝等）
現場設置工事・補修工事・解体工事等も請け負います。

名古屋港・西三区・西四区・西五区コンテナ埠頭新築
名古屋港・ポートアイランド新築
名古屋港・ガーデンふ頭各種工事
名古屋港・空見桟橋新築
飛鳥埠頭（西）整備
長嶋地区・海岸高潮対策
海上保安庁・防災型浮桟橋
四日市港霞ヶ浦北埠頭地区・岸壁地盤改良及び本体工事
駿河海岸・一色離岸堤工事
福田漁港・広域漁港整備埋没防止工事
大井漁港・局部改修工事
西尾海岸・海岸高潮対策
富士海岸・堀川離岸堤工事
遠州灘沿岸浸食対策・函体ガイド管製作

主な実績

JR東海東海道新幹線・各工区盛土耐震補強工事
JR東海各保線所管内・大規模修繕耐震補強
JR東海リニア新幹線名古屋駅・駅本体工事
JR東海リニア新幹線名古屋駅・変電所新築工事
名鉄・本線函体防護
名古屋地下鉄高速度鉄道4号線・清水ケ岡工区
福井駅前・地下駐車場整備工事
名古屋高速道路・東山換気所
伊勢自動車道・多気仮設防護柵設置工事
国道２３号・栄立坑工事
国道４２号北道地区・越波防止柵
矢作建設工業・新工法実験用反力壁

主な実績

事業内容＆実績 土木Ⅱ



建築用鉄骨・鋼構造物の設計・製作・施工、また増改築・補修、解体工事、耐震補強工事も行います。また、建築物
に伴う、門扉、階段等の設計・製作・施工も行っております。

建築

愛知万博デッキ あべのハルカス新築
くずはモール新築 清洲桜酒造新築
ＪＲ東海セントラルタワーズ 東北管区警察局山形県局舎
名古屋中央卸売市場南部市場新築 ファイザー製薬第四研究棟
豊田自動織機長草工場粕池上屋新築 名古屋コンテナ埠頭門扉補修工事
新日鐵名古屋工場改修 三重銀行鳴海支店・耐震補強
名鉄百貨店名古屋駅店改修 トヨタ織機安城工場新築
アピタ大垣店新築 ダイヤモンドシティ木曽川

ショッピングセンター梅田阪急ビル新築

自動車製造ライン・部品製造ライン、熔接ロボットライン、ダクト工事、工場内設備の製作・設置、配管工事を行い
ます。

工場製造設備

主な実績

主な実績
トヨタ自動車(本社工場、田原工場、三好工場、高岡工場)製造ライン等
豊田自動織機(本社工場、高浜工場、安城工場、長草工場)製造ライン等
トヨタ車体(富士松工場、員弁工場)製造ライン等
トヨタグループ(デンソー、アイシン、トヨタ紡織、東海理化等)
ホンダ(浜松工場、鈴鹿工場)製造ライン等
スズキ(湖西工場、磐田工場、相良工場)製造ライン等
三菱重工航空機・ボーイング７８７用製造ジグ、スリング、翼キャリヤ

事業内容＆実績 建築＆工場設備

マツダＵ－１工場・塗装ライン 愛知機械工業(熱田工場)ライン
アラコ(明海工場) 名機製作所・可動式安全柵
香月道(白鳥工場)設備架台 タイテック工場設備
トーシンテック工場設備 豊橋造船・階段／踊り場
香月道(白鳥工場)設備架台 パーツセンター



製鉄所プラント、火力発電所、ダム・水力発電所、原子力発電所、下水処理場・配水場、造船所に関わる鋼構造物製
作・製缶を行います。また、現場設置工事・補修工事、耐震補強工事、解体工事等も請け負います。

プラント／発電所／造船所／製缶

スキー場・スノーパークのリフト、野球場スコアボード、モニュメント等、
設計・製作・現場設置、補修工事を請け負います。

エンターテイメント・スポーツ施設

その他、広告用看板、船舶補修、大学実験用資材等、熔接鋼構造物の設計、
製作、現場設置まで請け負います。

広告用看板／船舶補修／大学実験用 他

新日鐵（名古屋工場）スモークフード
住友金属（和歌山新２高炉）コーン
中部電力武豊火力発電所
中部電力渥美火力発電所・防油堤乗越架台
中部電力碧南火力発電所４号機・貯炭場
中部電力西名古屋火力発電所・7号工事
中山名古屋共同発電名古屋発電所・海水取水口排水口設置工事
豊橋明海発電所・第１号発電設備、海水取放水設備設置工事
中部電力岡崎変電所
関西電力・丸山ダム
中部電力浜岡原子力発電所
関西電力高浜原子力発電所・土石流対策工事
東邦ガス知多ＬＮＧ共同基地
露橋下水処理場施設築造
長草配水場施設新築
豊橋造船・ドック階段場

主な実績

乗鞍高原スキー場改良工事
東海学園大学・運動場改修バックスクリーン
ハチ北高原スキー場・ペアーリフト新設
ナゴヤドーム・スコアボード改修
高鷲スノーパーク・リフト
鈴鹿サーキット・パドック工事
新舞子海水浴場・仮設休憩所設置
三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島・モニュメント

主な実績

名古屋栄・看板用鉄骨構造物
富栄丸・手摺補修工事
中部大学工学部・実験用鋼管
中部大学工学部・実験用鉄筋

主な実績

事業内容＆実績 プラント、エンターテイメント他



お気軽にお問い合せ下さい。

【TEL】052-398-1038 【FAX】052-398-1056
【Web】www.oyakogyo.com 【Email】info@ oyakogyo.com

空見工場 〒455-0847 名古屋市港区空見36

株式会社大矢工業


