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概 要

 日程：平成24年11月16日（金）

 集合場所：JR新大阪駅および新神戸駅（P5,P6参照）

 集合時刻：新大阪 7:15、新神戸 7:30
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 見学先： 広島方面

(1)広島県/（仮称）第２音戸大橋

(2) ㈱アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド/呉工場

(3)大和ミュージアムまたはてつのくじら館

 当日の緊急連絡先

代表幹事 木津 良太 携帯電話：090-3167-1765



参加者名簿

お名前 所 属

個
人
会
員

1 森川 英典 神戸大学大学院

2 嵯峨 晃 神戸市立工業高等専門学校

3 大川 孝実 元兵庫県

お名前 所 属

14 竹野 基司 片山ストラテック株式会社

15 山崎 一弘 片山ストラテック株式会社

16 岡重 嘉泰 阪急設計コンサルタント株式会社
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4 児島 哲朗 川田工業株式会社

団
体
会
員

5 掃部 真 兵庫県県土整備部

6 加藤 光紀 株式会社神戸製鋼所

7 安藤 圭 株式会社神戸製鋼所

8 頃安 弘 神鋼鋼線工業株式会社

9 松本 道夫 神鋼鋼線工業株式会社

10 勝田 浩一 住友電工スチールワイヤー株式会社

11 土井 和吉 日立造船株式会社

12 松永 耕介 日立造船株式会社

13 正村 嘉規 日本橋梁株式会社

団
体
会
員

17 志波 秀明 大日本コンサルタント株式会社

18 佐合 大 高田機工株式会社

19 二葉 悟 高田機工株式会社

20 吉田 昭仁 株式会社横河ブリッジ

21 宮定 龍司 株式会社横河ブリッジ

22 井上 義博 株式会社IHIインフラシステム

23 辻野 洋慶 株式会社IHIインフラシステム

24 木津 良太 株式会社IHIインフラシステム

25 田中 裕紀 株式会社IHIインフラシステム

順不同



集合場所・時刻（新大阪駅）
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集合時間：11月16日（金）

AM 7：15

集合場所：新大阪駅 3階

中央口改札前

集合場所

（JR在来線でお越しの方は新幹線コンコース内の

中央口改札にお集まりください）



集合場所・時刻（新神戸駅）

集合場所
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集合時間：11月16日（金）

AM 7：30

集合場所：新神戸駅 2階

改札口前



概略行程

平成24年11月16日(金)

7:35 新大阪，7:48新神戸を出発（ひかり491号）

9:05 広島駅に到着，貸切バスにて移動

（仮称）第２音戸大橋概要説明（バス内にて）（0.5h程度）

10:30 （仮称）第２音戸大橋現地見学（1h程度）
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10:30 （仮称）第２音戸大橋現地見学（1h程度）

11:40 貸切バスにて移動

12:00 昼食（呉阪急ホテル）

13:15 貸切バスにて移動

13:30 ㈱ｱｲ･ｴｲﾁ･ｱｲ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 呉工場見学（2h程度）

15:30 貸切バスにて移動

15:45 大和ミュージアムまたはてつのくじら館見学（1h程度）

16:45 貸切バスにて移動

18:00 広島駅にて解散



見学地位置図

広島駅
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（仮称）第２音戸大橋

㈱ｱｲ･ｴｲﾁ･ｱｲ ﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ呉工場
大和ﾐｭｰｼﾞｱﾑ



注意事項

 靴は滑りにくいものでお願い致します。（運動靴等）

 服装は、動きやすいものでお願い致します。

（多少汚れても大丈夫な格好でお願いします）

雨具は各自でご準備願います。
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 雨具は各自でご準備願います。

 各見学先内での移動は徒歩になります。

 必要であればヘルメット、安全帯は幹事で準備致しま
す。



その他

 当日、18時ごろ広島駅にて解散予定ですので、宿泊
して広島観光したい方も含め、復路の新幹線の指定
席はみどりの窓口にて発券（無料）してください。

 万一、行きの新幹線に乗り遅れた場合はJR呉駅前の
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 万一、行きの新幹線に乗り遅れた場合はJR呉駅前の
呉阪急ホテルに12:00までに直接お越しいただけれ
ば、昼食から合流可能です。

呉阪急ホテル

〒737-0051 広島県呉市中央1-1-1

TEL:0823-20-1111

FAX:0823-20-1120



新幹線 座席表

○乗車日：11月16日 新神戸駅から乗車

○新幹線ひかり491号(N700系)(広島行) 14号車 新大阪駅から乗車

元兵庫県 神戸市立工業高等専門学校 神戸大学大学院 片山ストラテック㈱ ㈱IHIインフラシステム

大川 孝実 嵯峨 晃 森川 英典 山崎 一弘 井上 義博

往 路

16E 17E 18E 19E 20E
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大川 孝実 嵯峨 晃 森川 英典 山崎 一弘 井上 義博

大日本コンサルタント㈱ ㈱IHIインフラシステム 日本橋梁株式会社 片山ストラテック㈱ ㈱IHIインフラシステム

志波 秀明 木津 良太 正村 嘉規 竹野 基司 田中 裕紀

博多方面 ドア 新大阪方面

高田機工㈱ 兵庫県 日立造船株式会社 住友電工スチールワイヤー㈱ 阪急設計コンサルタント㈱

二葉 悟 掃部 真 土井 和吉 勝田 浩一 岡重 嘉泰

神鋼鋼線工業㈱ 株式会社神戸製鋼所 日立造船㈱ ㈱横河ブリッジ

松本 道夫 安藤 圭 松永 耕介 宮定 龍司

神鋼鋼線工業㈱ 株式会社神戸製鋼所 添乗員 高田機工株式会社 ㈱横河ブリッジ

頃安 弘 加藤 光紀 谷口 弘二 佐合 大 吉田 昭仁
17A 18A

16D

16C

16B

16A

17C 18C

17B 18B

17D 18D 19D

19C

19B

19A

20D

20C

20B

20A



貸切バス 座席表

ＩＨＩインフラシステム ＩＨＩインフラシステム 神戸大学大学院 大日本コンサルタント 兵庫県 神戸製鋼所

辻野 洋慶 田中 裕紀 森川 英典 志波 秀明 掃部 真 加藤 光紀

ＩＨＩインフラシステム ＩＨＩインフラシステム 神戸製鋼所

道菅 裕一 木津 良太 安藤 圭

阪急交通社 高田機工

谷口 弘二（添乗員） 佐合 大
2218
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6 10 14

3

2

20 24

15 19 23

4 8 12 16

11

運転席

12

谷口 弘二（添乗員） 佐合 大

荷物置き場 高田機工 神戸市立工業高等専門学校 元兵庫県 阪急設計コンサルタント ＩＨＩインフラシステム

二葉 悟 嵯峨 晃 大川 孝実 岡重 嘉泰 井上 義博

注：本座席表の番号と実際のバスの座席番号は異なる場合がございます。その場合は、本座席表の位置を正としてください。

住友電工スチールワイヤー 横河ブリッジ 片山ストラテック 日立造船 日本橋梁

勝田 浩一 吉田 昭仁 竹野 基司 土井 和吉 正村 嘉規

日立造船

松永 耕介

43

神鋼鋼線工業

頃安 弘

横河ブリッジ 片山ストラテック 川田工業 神鋼鋼線工業

宮定 龍司 山崎 一弘 児島 哲朗 松本 道夫

211351 9 17乗車口

45

31 35 39 44

42

29 33 37 41

26

25

30 34 38

32 36 4028
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