
年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年4月 民間 ㈱七保 既存水路改修工事 解体山梨県韮崎市

平成26年4月 民間 山梨自動車販売
㈱

セブンイレブン甲府富士見二丁目店　西側駐車場
解体他工事

解体山梨県甲府市

平成26年4月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院本館解体工事に伴う仮設工 仮設工山梨県大月市

平成26年4月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院　新病棟等建設工事（防災備蓄
倉庫他工事）に伴う配管エルボ除去工事

除去・産廃運搬
処分工事

山梨県大月市

平成26年4月 民間 ㈱TLC 西北線№10保全対策工事に伴う杭打ち工事 全旋回 φ1000*17.2m*8本東京都稲城市

平成26年4月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院　新病棟等建設工事に伴う飛
散性アスベスト・配管エルボ撤去工事

除去・産廃運搬
処分工事

山梨県大月市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年4月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院　新病棟等建設工事に伴うボイ
ラー室解体工事

解体山梨県大月市

平成26年4月 富士川町 ㈱中村建設 H25道の駅「富士川」舗装その他工事 BRB工法 PHC-Bφ600*6.0m*22本山梨県南巨摩郡富士川町

平成26年4月 民間 ㈱中村建設 旧第一生命ビル浄化槽抜取他工事 撤去工事山梨県南アルプス市

平成26年4月 山梨県 ㈱佐藤建設工業 八幡地区　農道第4工区改良工事 全旋回 φ1000*12.1ｍ*8本山梨県山梨市

平成26年4月 民間 サンコーレ甲運管
理組合

サンコーレ甲運　深井戸掘削工事 井戸工事 150mm*32.0m山梨県甲府市

平成26年4月 民間 清水建設㈱ KONICA　MINOLTA甲府サイトテントハウス解体撤
去工事

解体山梨県中央市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年4月 松本市 ㈱アズサ 街路工事　鎌田中条内環状線　南線 全旋回 φ1200*11.2m*1本長野県松本市

平成26年4月 山梨県 ㈱青柳興業 県民の森公園線道路工事 山留工事 H200*6.0m～7.0ｍ*14本山梨県南アルプス市

平成26年4月 南アルプス市 清水建設興業㈱ 芦安浄水場膜ろ過施設建設工事（土木工事） 鋼管杭工事 318.5mm*12.7+8.0*5.0m*44本

267.4mm*12.7+8.0*6.8m*10本

216.3mm*12.7+8.2*6.8m*7本

山梨県南アルプス市

平成26年4月 民間 清水建設・岩田地
崎建設JV

中部横断道富士川橋A2橋台　CB注入工事 CB注入工事山梨県南巨摩郡富士川町

平成26年5月 民間 ㈱七保 （仮称）正念寺浄化槽撤去解体工事 解体山梨県大月市

平成26年5月 民間 工新建設㈱ 学校法人大原学院　甲府校新築工事 全旋回 φ1500*17.8m*14本

φ2000*17.8m*11本

山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年5月 埼玉県 梶山工業㈱ 笠原大橋A2橋台工 リバース φ1000*26.7m*10本埼玉県鴻巣市

平成26年5月 民間 ジャパンパイル㈱
山梨工場

ジャパンパイル(株)山梨工場　高強度コンクリート
節付杭解体処分工事

杭処分山梨県南巨摩郡身延町

平成26年5月 民間 ㈱七保 鈴木勝一様邸解体工事 解体山梨県甲府市

平成26年5月 国土交通省 ㈱島村工業 石塚高架橋耐震補強工事 全旋回 φ1000*7.0m*10本

φ1000*9.0m*8本

埼玉県深谷市

平成26年5月 福島県 水ing・加地和組
JV

北部浄化センター浄化槽汚泥処理施設整備工事 全旋回 φ1300*45.2m*4本

φ1500*45.2m*10本

φ1600*45.2m*3本

φ1800*45.2m*5本

φ2000*45.2m*2本

福島県いわき市

平成26年5月 国土交通省 ㈱ヤマウラ 平成25年度　153号伊南バイパス田切地区北下部
工事

全旋回 φ1200*11.5ｍ*20本長野県上伊那郡飯島町



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年5月 民間 清水建設㈱ 山梨積水㈱継手工場増築工事に伴う解体工事 解体山梨県甲府市

平成26年5月 国土交通省 北沢建設㈱ 平成25年度　三遠南信上平原平建設工事 全旋回 φ1200*19.5m*15本長野県飯田市

平成26年5月 民間 弓場建設㈱ 山梨
支店

Y&M13古屋（芳）新築工事 HP-MTOP工法 φ440-300-400*5.0ｍ+

　　　　　　φ400*5.0ｍ*52本

山梨県笛吹市

平成26年6月 民間 清水建設㈱ (株)レナウン山中湖山荘解体工事 解体山梨県南都留郡山中湖村

平成26年6月 国土交通省 庫昌土建㈱ H25年度　富士見橋下部工1工区 全旋回 φ1200*19.38m*8本長野県諏訪郡下諏訪町

平成26年6月 民間 電通システム㈱ PLB栄堺L無線基地局 全旋回 φ1100*11.0m*4本長野県下水内郡栄村



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年6月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

舞鶴小学校給食室解体工事 解体 鉄骨造　平屋建て　150㎡山梨県甲府市

平成26年6月 民間 ㈱七保 （仮称）浴室廻り他撤去工事 解体山梨県甲府市

平成26年6月 神奈川県 ㈱星建設 平成25年度道路改良工事（ゼロ県債）（その2） 全旋回 φ1200*45.0m*12本神奈川県厚木市

平成26年6月 国土交通省 ㈱ヤマウラ 平成25年度　153号伊南バイパス田切北下部工事 全旋回 φ1200*14.5ｍ*20本長野県上伊那郡飯島町

平成26年6月 民間 秋山土建㈱ 葛野川マイクロ水力（発）新設工事 山留工事 H300*5.0m*4本山梨県大月市

平成26年7月 民間 ㈱青山 旧日本パイピング倉庫残置物処分工事 解体山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年7月 民間 ㈱青山 甲府市住吉町地内倉庫解体工事 解体山梨県甲府市

平成26年7月 国土交通省 ドーピー建設工業
㈱

宮の入地区他跨道橋工事 全旋回 φ1200*10.5m*6本

φ1200*11.9m*6本

長野県南佐久郡佐久穂町

平成26年7月 民間 ㈱七保 （仮称）昭和住宅　浴室廻り他撤去工事 解体山梨県中巨摩郡昭和町

平成26年7月 甲府市 齋藤建設・井口工
業JV

（仮称）相生福祉センター建設（建築主体）工事 Hyper-MEGA
工法

JP-NPH-C種650-500*6.0ｍ*35本

JP-NPH-C種650-500*5.0ｍ*12本

Ⅰ種650-500*5.0m～6.0ｍ*21本

Ⅱ種650-500*5.0m～6.0ｍ*3本

山梨県甲府市

平成26年7月 山梨県 大森工務所・協栄
エンジニアリング
JV

H25･H26年度防衛関係事業（8条）　大明見下の水
線改良舗装工事

全旋回 φ1000*28.0ｍ*18本山梨県富士吉田市

平成26年7月 甲府市 三井建設工業･興
龍社・藤島建設JV

玉諸小学校校舎増築・給食室増改築（建築主体）
工事

BASIC工法 PHC-Aφ450*16.0*10本

PHC-Bφ450*16.0m*21本

山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年7月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院新病棟等建設工事　健診渡り
廊下棟山留工事

山留工事 250H*7.0ｍ*9本山梨県大月市

平成26年7月 栃木県 ㈱津野田土木 歩道橋下部工事　宇都宮結城線その2 全旋回 φ1000*9.3m*2本

φ1000*10.3m*1本

φ1000*10.8m*1本

栃木県河内郡上三川町

平成26年8月 甲府市 甲府市　建築営繕
課

旧中央保育所解体工事 解体 RC造　2階建　1,298㎡山梨県甲府市

平成26年8月 民間 鹿島建設㈱ 中部横断自動車道　原トンネル工事 全旋回 φ1200*29.429m*11本

φ1200*28.522m*4本

山梨県西八代郡市川三郷
町

平成26年8月 長野県 ㈱木下組 平成25年度　防災・安全交付金（道路）工事 全旋回 φ1500*22.7m*9本長野県佐久市

平成26年9月 大月市 清水建設㈱ 大月東小学校　受水槽他解体撤去工事 解体山梨県大月市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年9月 民間 ㈱ダイタ ダイタ昭和ショッピングビル解体工事　スタイロホー
ム殻処理

スタイロホーム
殻処理

山梨県中巨摩郡昭和町

平成26年9月 民間 ㈱ダイタ ダイタ昭和ショッピングビル解体工事　立入禁止
柵・砕石敷き均し・重量計測器リース

立入禁止柵他山梨県中巨摩郡昭和町

平成26年9月 民間 山梨トヨタ自動車
㈱

（仮称）山梨トヨタ自動車㈱富士吉田改築に伴う解
体工事

解体山梨県富士吉田市

平成26年9月 民間 ㈱七保 大村澄子様邸新築工事に伴う旧住宅解体撤去工
事

解体山梨県甲州市

平成26年9月 静岡市 鈴与建設㈱ 平成26年度　清県道債　第1号　(主)清水富士宮線
(仮称)伊佐布ランプ橋下部工工事

全旋回 φ1500*16.7m*6本

φ1500*9.1m*6本

静岡県静岡市

平成26年9月 民間 ㈱JPハイテック 只見幹線鉄塔建替工事 低空頭スライド
工法

φ1200*11.85m*16本埼玉県狭山市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年9月 国土交通省 ㈱鹿熊組 柳原導水路橋下部他工事 ベノト φ1500*11.0m*14本

φ1500*12.2m*18本

長野県長野市

平成26年9月 甲府市 早野組・宏和建
設・昭和建設工業
ＪＶ

甲府市地域医療センターロータリー庇建設他構工
事

BASIC工法 φ500-400*6.0m*6本山梨県甲府市

平成26年9月 民間 鹿島建設㈱ 中部横断自動車道　原トンネル工事 山留工事 SPⅣ*12.5ｍ*82枚

SPⅣ*12.0ｍ*79枚

山梨県西八代郡市川三郷
町

平成26年9月 民間 ㈱ちの工務店 山梨県美容専門学校新築工事 地盤改良山梨県甲府市

平成26年9月 岩倉市 大興建設㈱ 北島藤島線街路改良工事（下部工） 全旋回 φ1000*11.045m*6本

φ1200*11.270m*6本

φ1200*11.600m*14本

愛知県岩倉市

平成26年10月 民間 名工建設㈱ 身延線三珠Bｏ改築 全旋回 φ1200*8.7m*14本

φ1200*8.5ｍ*8本

山梨県西八代郡市川三郷
町



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年10月 民間 五光建設㈱ 新東名高速道路　仁杉高架橋（下部工）工事 全旋回 φ1000*8.0ｍ～13.0ｍ*20本

φ1500*11.0ｍ～20.0ｍ*100本

静岡県御殿場市

平成26年10月 国土交通省 ㈲タナカ設備 左岸幹線3313号排泥工漏水修理　ライナープレー
ト設置工

ライナープレー
ト工法

φ2000*7.0m*2本山梨県甲州市

平成26年10月 山梨県 ㈱宮下組 西川河川工事2工区 山留工事 SP-10H*13.0ｍ*14枚

SP-10H*13.5ｍ*51枚

SP-10H*14.0ｍ*2枚

山梨県南都留郡富士河口
湖町

平成26年10月 山梨県 大新工業㈱ 国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）　蛭沢
川橋（仮称）橋梁下部工事その2（一部債務）

土工事山梨県甲府市

平成26年10月 笛吹市 早野組・飯塚工業
ＪＶ

笛吹市立石和中学校普通教室棟建設工事（建築
主体）

Hyper-MEGA
工法

φ650-500*4.0ｍ*195

φ650-500*4.0ｍ*8本

山梨県笛吹市

平成26年10月 甲府市 早野組・日経工
業・昭和建設工業
JV

（仮称）北新三団地（D棟）建替（建築主体）工事 地盤改良 1000mm　700㎡山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年10月 山梨県 峡北工業㈱ 林道小武川線改良工事 全旋回 φ1200*12.0m*2本山梨県韮崎市

平成26年10月 甲府市 早野組・日経工
業・昭和建設工業
JV

（仮称）北新三団地（D棟）建替（建築主体）工事 Hyper-MEGA
工法

φ650-500-600*9.0ｍ*29本

φ650-500-600*8.0m*32本

山梨県甲府市北新2丁目58
の一部

平成26年10月 山梨県 峡北工業㈱ 武田の里地区　鍋山営農雑用水施設整地工事 KING工法 φ650*8.0ｍ～9.0ｍ*61本山梨県韮崎市

平成26年10月 山梨県 大新工業㈱ 国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）　蛭沢
川橋（仮称）橋梁下部工事その2（一部債務）

全旋回 φ1500*14.34m*24本山梨県甲府市

平成26年11月 山梨県 国際建設㈱ 国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）　蛭沢
川橋（仮称）橋梁下部工事その1（一部債務）

全旋回 φ1500*14.80m*36本山梨県甲府市

平成26年11月 中央市 ㈱中部 田富小学校内耐震性貯水槽設置工事 山留工事 SP-Ⅲ*10.0ｍ*104枚山梨県中央市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年11月 大月市 清水建設㈱ 大月東小学校　屋内運動場解体工事 解体山梨県大月市

平成26年11月 民間 清水建設㈱ KONICA MINOLTA　フィルム撤去工事 撤去工事山梨県中央市

平成26年11月 静岡市 南條工業㈱ 平成25年度　駿市橋　第8号　静岡下島線道路改
良工事

全旋回 φ1000*21.0m*6本静岡県静岡市

平成26年11月 国土交通省 ㈱宮坂組 平成26年度　木曽川水系大沢田沢橋橋梁工事 全旋回 φ1000*11.571m*8本長野県木曽郡南木曽町

平成26年11月 大月市 清水建設㈱ 大月市立中央病院　既存棟改修工事 改修工事山梨県大月市

平成26年11月 国土交通省 タカムラ建設㈱ H25山中湖自転車歩行者道設置その3工事 鋼管杭工事 φ600㎜*7.5ｍ*8本

φ600㎜*8.0ｍ*2本

山梨県南都留郡山中湖村



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年11月 民間 芙蓉実業㈱ 大月幹線減圧槽築造工事 BASIC工法 PHC-Aφ400*5.0ｍ*15本

PHC-Bφ400*6.0ｍ*15本

山梨県大月市

平成26年11月 民間 清水建設㈱ 社会福祉法人　聖ヨハネ会　富士聖ヨハネ学園宿
舎棟解体工事

解体山梨県南都留郡忍野村

平成26年11月 掛川市 中山建設㈱ 平成26年度事業関連事業　長間橋橋梁下部工事 全旋回 φ1200*10.0m*6本静岡県掛川市

平成26年11月 栃木県 共和建設㈱ 橋梁下部工事　桐生田沼線その2（快適安全道補） 全旋回 φ1000*14.5m*4本

φ1000*15.0m*4本

栃木県佐野市

平成26年11月 静岡市 髙橋建設㈱ 平成26年度清県道 第2号（主）清水富士宮線 （仮
称）つばめ橋下部工工事

全旋回 φ1000*7.09m*4本静岡県静岡市

平成26年12月 松本市 NIPPO・松本土建
JV

美鈴湖シートパイル引き抜き工事 山留工事 350H*12.0m*24本長野県松本市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年12月 長野県 ㈱近藤工務店 平成26年度防災・安全交付金（道路）工事　（国）
418号野口沢橋A1橋台

全旋回 φ1000*12.59m*8本長野県飯田市

平成26年12月 栃木県 大月建設㈱ 市道福富川崎通り橋梁新設工事（下部工） 全旋回 φ1000*29.5m*8本

φ1000*36.5m*4本

栃木県足利市

平成26年12月 国土交通省 川田建設㈱ 荒川橋上部工工事 仮橋撤去山梨県甲府市

平成26年12月 愛知県 伊神工業㈱ 道路改良工事　一般県道小口岩倉線（五条川橋
梁）

全旋回 φ1000*6.4m*8本愛知県丹波郡大口町

平成26年12月 山梨県 国際建設㈱ 国道140号（新山梨環状道路東部区間１期）　蛭沢
川橋（仮称）橋梁下部工事その1（一部債務）

山留工事 SPⅣ*12.5ｍ*300枚山梨県甲府市

平成26年12月 美里町 真下建設㈱ 町道1級10号線　甘粕大橋下部工工事 全旋回 φ1000*8.89m*8本

φ1000*13.36m*6本

埼玉県児玉郡美里町



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年12月 山梨県 山梨県　営繕課 甲府地区教職員住宅解体工事 解体 RC4階建　1,259㎡山梨県甲府市

平成26年12月 民間 清水建設㈱ 社会福祉法人聖ヨハネ会　富士聖ヨハネ学園宿舎
棟解体工事に伴う追加工事

撤去工事山梨県南都留郡忍野村

平成26年12月 福島県 ㈱水中組 公共災害復旧（再復）工事（河川）（末続橋） 全旋回 φ1000*15.0m*5本

φ1200*15.0m*4本

福島県いわき市

平成26年12月 民間 ㈱七保 （仮称）伊勢四丁目の家新築工事　解体・既存建物
跡撤去工事

解体山梨県甲府市

平成26年12月 長野県 神稲建設㈱ 平成25年度　（国）152号　飯田市　和田バイパス2
工区（4）

全旋回 φ1200*14.70m*8本長野県飯田市

平成26年12月 前橋市 前橋地建㈱ 防災・安全交付金（道路）橋梁下部工工事（道建第
1号）

全旋回・低空頭 φ1200*14.80m*4本

φ1200*14.80m*4本（低空頭）

群馬県前橋市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成26年12月 山梨県 大新工業㈱ 国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）　蛭沢
川橋（仮称）橋梁下部工事その2（一部債務）

山留工事 SP-Ⅳ*13.0ｍ*234枚

SP-Ⅳｺｰﾅｰ*13.0ｍ*4枚

山梨県甲府市

平成26年12月 笛吹市 矢崎興業㈱ 市道1-13号線（旧石和13号線）他1路線道路改良
工事（1工区）

山留工事 SP-Ⅱ*5.0ｍ*570枚山梨県笛吹市

平成26年12月 国土交通省 ㈱新津組 H25年度　富士見橋下部2工区 全旋回 φ1200*21.38m*8本長野県諏訪郡下諏訪町

平成26年12月 埼玉県 初雁興業㈱ 総簡加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（西
谷1号橋下部工）

全旋回 φ1000*25.95m*5本

φ1200*27.20m*4本

埼玉県坂戸市

平成27年1月 民間 ㈱村松組 （仮称）IMV東京テストラボ新築工事 全旋回 φ1000*8.3m～38.8ｍ*45本

φ1200*9.25m～29.25ｍ*12本

φ1500*18.25m*1本

山梨県上野原市

平成27年1月 山梨県 山梨県　営繕課 旧住吉合同庁舎解体工事 解体 RC造3階建　1,269㎡山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成27年1月 民間 藤精機㈱ 藤精機㈱新工場内部撤去工事（石綿含有建材・処
分含む）

撤去工事山梨県中巨摩郡昭和町

平成27年1月 長野県 畑八開発㈱ （主）佐久小諸線　佐久市佐久橋防災1工区 全旋回 φ1500*26.4m*9本長野県佐久市

平成27年1月 気仙沼市 ㈱アスリード 東八幡前14号線橋梁下部工工事 全旋回 φ1200*22.0m*24本

φ1200*19.409m*15本

SP-Ⅳ型*12.0ｍ*158枚

宮城県気仙沼市

平成27年1月 茨城県 東鉄工業・株木建
設JV

赤塚・水戸間梅戸橋こ線道路橋架替工事 全旋回 φ1200*11.50m*16本茨城県水戸市

平成27年1月 群馬県 萩原建設㈱ 社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付
金）六供上橋下部工及び取付道路工

全旋回 φ1000*20.40m*4本

φ1000*24.40m*4本

群馬県太田市

平成27年2月 民間 清水建設㈱ ジャノメダイガスト新３号棟再建設工事に伴う解体
工事

解体山梨県都留市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成27年2月 民間 藤精機㈱ 既存工場内部土間コンクリート補修工事 補修工事山梨県中巨摩郡昭和町

平成27年2月 山梨県 駒井土建㈱ 大草地区中割工区ほ場整備橋梁下部工事（明許） 全旋回 φ1000*10.8m*4本

φ1000*11.8m*4本

山梨県韮崎市

平成27年2月 長野県 ㈱宮下組 平成26年度 防災・安全交付金（街路）工事　 全旋回 φ1000*12.3m*1本

φ1000*12.1m*1本

長野県上田市

平成27年2月 民間 ㈱TLC 埼上線№48～№52鉄塔建替工事並びに関連除去
工事

全旋回 φ1100*19.55m*4本埼玉県桶川市

平成27年2月 長野市 高木建設㈱ 平成26年度　北部幹線橋梁下部工事 全旋回 φ1200*22.0m*32本長野県長野市

平成27年2月 民間 清水建設㈱ コニカミノルタ変電所土間及び既存建物解体他工
事

解体山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成27年2月 民間 弓場建設㈱ 山梨
支店

Y&M14石和新築工事 地盤改良 φ800*6.3ｍ*120本山梨県笛吹市

平成27年3月 山梨県 駒井土建㈱ 大草地区中割工区ほ場整備橋梁下部工事（明許） 山留工事 SP-Ⅲ型*9.5ｍ*80枚山梨県韮崎市

平成27年3月 松川町 シブキヤ建設㈱ 平成26年度橋梁整備工事　町道大草線　松川町
郷原

全旋回 φ1000*15.50m*8本長野県下伊那郡松川町

平成27年3月 下野市 ㈱前原土建 東田橋右岸下部工事 全旋回 φ1000*11.4m*16本栃木県下野市

平成27年3月 民間 ㈱ナカゴミ建設 クラウンファスナー株式会社第4期工場増築工事 鋼管杭工事 190.7mm*4.5m*25本

267.4mm*4.5m*58本

山梨県南アルプス

平成27年3月 民間 ㈱七保 （仮称）旧CLUB AsiA店舗内装解体工事 解体山梨県甲府市



年  月 発注者 元     請 工      事     名 杭　明　細工　　法施 工 場 所

平成27年3月 山梨県 丹澤建設工業㈱ 一般県道割子切石線（仮称）沢田橋下田原4工区
橋梁下部工事

全旋回 φ1000*31.77m*10本山梨県南巨摩郡身延町

平成27年3月 福島県 堀江工業㈱ 道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁下部） 全旋回・低空頭 φ1200*34.8m*9本

φ1200*48.7ｍ*9本

φ1200*28.3m*3本（低空頭）

φ1200*42.3ｍ*3本（低空頭）

福島県いわき市

平成27年3月 民間 芙蓉建設㈱ JAP甲府西高橋町新築工事 Hyper-MEGA
工法

NPA-Ｂ*440-300*8.0ｍ*63本山梨県甲府市

平成27年3月 民間 戸田建設㈱ CE清里の杜太陽光発電所建設工事 Hyper-MEGA
工法

NPH-B*440-300*5.0ｍ*20本

NPH-B*500-400*5.0ｍ*4本

山梨県北杜市

平成27年3月 山梨県 ㈱深沢工務所 一般県道割子切石線（仮称）沢田橋下田原8工区
橋梁工事（一部債務）

全旋回 φ1000*33.0m*12本山梨県南巨摩群身延町

平成27年3月 民間 北野建設㈱ 社会医療法人恵仁会　中込施設新築移転計画工
事

ディープウェル
工事

φ1000*12.0m*2本

φ1000*12.5m*1本

φ1000*13.0m*3本

φ1000*16.5m*1本

φ1000*19.5m*2本

長野県佐久市


