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

平成31年4月 福島県 横山建設㈱ 町道一里壇大町線橋梁整備工事（下部工） 全旋回 φ1000*28.5m*20本

φ1000*31.3m*12本

福島県双葉郡浪江町

平成31年4月 埼玉県 羽生工業㈱ 社会資本整備総合交付金（改築）工事（神戸陸橋
P5橋脚工）

全旋回 φ1200*23.3ｍ*8本埼玉県羽生市

平成31年4月 神奈川県 ㈲林土木工業 平成30年度道路改良工事(県単)その4 県道26号
(横須賀三崎)三崎縦貫道路Ⅱ期工事

全旋回 φ1000*11.5ｍ*4本

φ1000*12.5ｍ*4本

神奈川県三浦市

平成31年4月 埼玉県 秩父土建㈱ 総品加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（別
所橋下部工）

全旋回 φ1000*14.5ｍ*8本

φ1000*9.5ｍ*6本

埼玉県日高市

平成31年4月 民間 ㈱テンヨ武田 株式会社テンヨ武田　広告塔撤去工事 解体工事山梨県甲府市

平成31年4月 栃木県 大岩建設㈱ 橋梁工事　柳田沢その2（補助砂防） 全旋回 φ1000*8.396ｍ*4本栃木県大田原市



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

平成31年4月 茨城県 森田建設工業㈱ 30国補河総第30-05-944-0-002号橋梁下部工事
（仲の橋A1橋台）

全旋回 φ1000*47.20m*8本茨城県古河市

令和1年5月 栃木県 大岩建設㈱ 橋梁工事　柳田沢その2（補助砂防） 山留工事 SP-Ⅲ*10.0ｍ*16枚

SP-Ⅲ*9.0ｍ*12枚

栃木県大田原市

令和1年5月 民間 東光電気工事㈱ 間門線№14鉄塔建替工事並びに関連除去工事他
2件

全旋回 φ1200*9.75m*4本静岡県沼津市

令和1年5月 民間 川上建設㈱ （仮称）株式会社長登屋　山梨事業所新築工事 Hyper-MEGA
工法

JP-NPH-A*600-450*50ｍ

　+JP-NPH-B*600-450*5ｍ*18本

山梨県南都留郡富士河口
湖町

令和1年5月 気仙沼市 ㈱アスリード 23年災第5012号大沢（唐桑）漁港海岸大沢護岸災
害復旧事業防潮堤整備工事

鋼管杭工事 φ600*4.5ｍ～18.5ｍ*39本

φ800*7.0ｍ～12.0ｍ*70本

宮城県気仙沼市

令和1年5月 宇都宮市 宇都宮土建工業
㈱

（仮称）下竹下第4架道橋工事 (分割1号) 全旋回 φ1200*17.5ｍ*8本

φ1200*19.4ｍ*6本

栃木県宇都宮市



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

令和1年5月 長野県 関口建設㈱ 平成30年度　社会資本整備総合交付金　A01号線
道路改良事業

全旋回 φ1200*22.5m*8本長野県埴科郡坂城町

令和1年5月 福島県 ㈱渡辺組 野木前2号線橋りょう下部工 全旋回 φ1000*16.2ｍ*12本

φ1000*16.3ｍ*5本

福島県いわき市

令和1年5月 山梨県 長田組土木㈱ （主）甲府昇仙峡線  新長とろ橋下部工 全旋回 φ1000*20.0ｍ*10本

φ1000*18.0ｍ*10本

山梨県甲府市

令和1年6月 茨城県 大北産業㈱ 橋梁下部工（仮称）塩田川橋 全旋回 φ1000*20.73ｍ*4本

φ1000*25.23ｍ*8本

φ1000*28.73ｍ*14本

茨城県北茨城市

令和1年6月 国土交通省 木内建設㈱ 平成30年度　1号清水立体庵原高架橋西下部工
事

全旋回 φ1200*23.0m*15本

φ1200*25.5m*18本

静岡県静岡市

令和1年6月 民間 東鉄工業㈱ 赤塚・水戸間梅戸橋こ線道路橋架替工事に伴う杭
工事

全旋回 φ800*7.5m*2本

φ800*10.0m*4本

φ800*9.0m*4本

茨城県水戸市



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

令和1年6月 塩尻市 ㈱フォレストコーポ
レーション

塩尻市大門銀座通り南地区優良建築物等整備事
業施設建築物新築工事

全旋回 φ1200*9.17m*7本

φ1300*9.17m*2本

長野県塩尻市

令和1年6月 民間 ジャパンパイル㈱
山梨工場

ジャパンパイル㈱山梨工場　高強度コンクリート節
付杭他　不良杭運搬・処分工事

杭運搬・処分 山梨工場処分杭　27.24ｔ

除去杭処分　47.73ｔ

山梨県南巨摩郡身延町

令和1年6月 民間 ㈱地場工務店 コニカ甲府サイトLD工場　ボイラー・粉砕機基礎工
事

鋼管杭工事 φ165mm*7.0ｍ*15本山梨県中央市

令和1年6月 民間 日本建設㈱ 東京
支店

（仮称）福島運輸冷蔵配送センター新築計画 Hyper-MEGA
工法

650-500*13.0m～7.0m*96本山梨県甲府市

令和1年6月 民間 ㈱テンヨ武田 （仮称）テンヨ武田本社ビル解体工事に伴う埋戻し
工事

埋戻し工事山梨県甲府市

令和1年6月 民間 ㈱テンヨ武田 （仮称）テンヨ武田本社ビル解体工事に伴う追加工
事

アスベスト含有
材除去工事

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

令和1年6月 民間 ㈱テンヨ武田 （仮称）テンヨ武田本社ビル解体工事 解体工事山梨県甲府市

令和1年6月 民間 ㈱森山組 瀬戸線　喜多山駅鉄道高架化に伴う本線土木（そ
の7）工事

全旋回 φ1000*19.0m*12本

φ1000*19.5m*60本

φ1200*18.0m*4本

φ1200*19.0m*4本

愛知県名古屋市

令和1年6月 民間 ㈱村松工務所 補修センター移転に伴う車庫棟・倉庫新築工事 鋼管杭工事 φ216.3*9.2m*14本

φ190.7*9.2m*11本

山梨県甲府市

令和1年6月 福島県 ㈱渡辺組 野木前2号線橋りょう下部工 全旋回 φ1000*16.3ｍ*9本福島県いわき市

令和1年6月 民間 初雁興業㈱ （仮称）シモハナ物流（株）岩槻センター市道橋工
事

全旋回 φ1000*36.4m*3本

φ1000*36.4m*3本

埼玉県さいたま市

令和1年6月 国土交通省 岡田建設㈱ 平成30年度　23号蒲郡BP為当第3橋西下部工事 全旋回 φ1500*44.6m*10本愛知県豊川市



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

令和1年7月 国土交通省 木内建設㈱ 平成30年度　静清維持管内橋梁補強補修工事 低空頭スライド
工法

φ1500*32.7m*4本静岡県静岡市

令和1年7月 民間 ㈱加取 （仮称）小立ホテル新築工事 山留工事 H200*4.0ｍ～5.0ｍ*57本山梨県南都留郡富士河口
湖町

令和1年7月 民間 ㈱加取 （仮称）小立ホテル新築工事 地盤改良 φ800㎜*3.99ｍ～6.39ｍ*236本

φ1000㎜*3.99ｍ～6.39ｍ*77本

山梨県南都留郡富士河口
湖町

令和1年7月 民間 大新工業㈱ 山基㈱商品販売店舗新築工事 MUGNUM工法 φ600-450-NPH-A-中杭7.0m

　+NPH-C-中杭-7.0m*8本

山梨県甲府市

令和1年8月 宇都宮市 ㈱増渕組 野高谷第1架道橋工事（分割1号） 全旋回 φ1200*28.1ｍ*12本栃木県宇都宮市

令和1年9月 民間 西松建設㈱ 東名高速道路　大和地区付加車線工事　大東橋 全旋回 φ1000*19.79m*2本神奈川県綾瀬市



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

令和1年9月 民間 ユーミーコーポ
レーション㈱山梨
支店

Y&M国母5丁目新築工事 地盤改良工事 269.1ｍ山梨県甲府市

令和1年9月 国土交通省 木内建設㈱ 平成30年度　1号清水立体清水IC第１高架橋中地
区下部工事

全旋回 φ1200*24.9m*22本静岡県静岡市

令和1年10月 宇都宮市 ㈱増渕組 （仮称）竹下第1高架橋工事（分割2号） 全旋回 φ1200*16.3ｍ*6本

φ1200*15.5ｍ*6本

栃木県宇都宮市

令和1年10月 民間 藤本電業㈱ 山梨県甲斐市KH地点系統連係工事 全旋回 φ1000*6.5ｍ*4本山梨市甲斐市

令和1年10月 民間 北野建設㈱ リッチモンドホテル松本立体駐車場増築工事 全旋回 φ1200*16.3m*8本長野県松本市

令和1年10月 国土交通省 ㈱白鳥建設 平成30年度　1号清水立体IC第3高架橋東下部工
事

全旋回 φ1200*16.96m*14本

φ1200*16.96m*28本

静岡県静岡市



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

令和1年10月 民間 ㈱タツノ 山梨共栄石油(株)河口湖SS改修工事 山留工事 H250*250*8.0m*12本山梨県南都留郡富士河口
湖町

令和1年10月 民間 ㈲山和 東京海洋大学（大泉）魚類飼育実験室棟新営その
他工事

山留工事 Ｈ300*150*8.0ｍ*34本山梨県北杜市

令和1年10月 民間 西松建設㈱ 東名高速道路　大和地区付加車線工事　大東橋 低空頭スライド
工法

φ1000*16.377m*1本

φ1000*16.242m*1本

φ1000*16.36m*3本

神奈川県綾瀬市

令和1年10月 民間 ㈱関東総建 CV三郷彦糸　PHC杭撤去工事 全旋回 φ1000*52.0ｍ*8本埼玉県三郷市

令和1年10月 民間 ㈱樋川建設 （仮称）共栄堂ワイナリー新築工事 鋼管杭工事 φ216.3mm　t=8.2mm

　φ500　t=25mm　5.4ｍ*23本

φ216.3mm　t=8.2mm　

　φ500　t=25mm　4.2ｍ*8本

山梨県山梨市

令和1年11月 山梨県 富士島建設㈱ 古川河川工事（一部債務）（余フ） 山留工事 SP-Ⅲ*8.5ｍ*204枚

支保工*H350～H400*2か所

山梨県韮崎市



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

令和1年11月 民間 早野組･国際建
設･宏和建設JV

（仮称）VH甲斐・甲府新築工事 山留工事 H250*250*7.0m*28本山梨県甲斐市

令和1年11月 民間 四電エンジニアリ
ング㈱

長野・富士見広原メガソーラー発電所建設工事 全旋回 φ1100*16.0ｍ*4本長野県諏訪郡富士見町

令和1年11月 山梨県 大新工業㈱ 鎌田川上流1工区河川工事（一部債務） 山留工事 SP-VL*12.5ｍ*290枚山梨県中央市

令和1年11月 甲府市 国際建設･齋藤建
設･山市成工ＪＶ

中道北小学校移転に伴う校舎・給食室増改築（建
築主体）工事

MUGNUM工法 φ650-500-500*20.0m*51本

φ650-500-500*20.0m*8本

φ650-500*12.0m*11本

山梨県甲府市

令和1年11月 甲府市 三井建設工業・興
龍社ＪＶ

中道北小学校移転に伴う屋内運動場・プール改築
（建築主体）工事

地盤改良工事 φ600*8.6ｍ～9.2ｍ*26本山梨県甲府市

令和1年11月 甲府市 三井建設工業・興
龍社ＪＶ

中道北小学校移転に伴う屋内運動場・プール改築
（建築主体）工事

MUGNUM-
BASIC工法

φ300*7ｍ+8ｍ,8ｍ+8ｍ*14本

φ350*8ｍ+8ｍ*16本

φ400*8ｍ+8ｍ*41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

令和1年11月 国土交通省 五光建設㈱ 平成30年度　1号清水立体IC第3高架橋中下部工
事

全旋回 φ1200*18.82ｍ*42本静岡県静岡市

令和1年11月 福島県 ㈱三崎組 令和元年　入下井落シ橋　道路橋りょう整備（拠
点）工事（橋梁下部）

全旋回 φ1000*17.8ｍ*6本福島県いわき市

令和1年11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　【仮称】処分杭（運
搬・処分）工事

処分杭（運搬・
処分）

処分数量　136.17ｔ山梨県南巨摩郡身延町

令和1年11月 大田原市 七浦建設㈱ 令和元年度　橋梁下部工事　巻川その1（安全川
補）

全旋回 φ1200*9.99ｍ*2本

φ1200*6.927ｍ*2本

栃木県大田原市

令和1年11月 国土交通省 中村建設㈱ 令和元年度　1号島田金谷整備工事 全旋回 φ1500*7.0ｍ*4本静岡県島田市

令和1年11月 揖斐川町 西濃建設㈱ 建設工第15号 防災・安全交付金 井ノ口橋耐震補
強（P6下部工）工事

低空頭スライド
工法

φ1200*10.4ｍ*8本岐阜県揖斐郡揖斐川町



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

令和1年11月 民間 岳南建設㈱ リニア中央新幹線駅舎建設関連川尻線ほか移設
工事並びに関連除去工事

全旋回 φ1200*19.0m*4本

φ1200*19.0m*4本

神奈川県相模原市

令和1年12月 新座市 ㈱島村工業 （仮称）大和田・坂之下橋整備（下部工）・周辺道路
築造工事

全旋回 φ1500*25.5ｍ*6本

φ1500*33.4ｍ*8本

φ1500*20.5ｍ*8本

埼玉県新座市

令和1年12月 宇都宮市 ㈱野澤實業 （仮称）竹下第1高架橋工事（分割3号） 全旋回 φ1200*15.9ｍ*6本栃木県宇都宮市

令和1年12月 山梨県 富士島建設㈱ 龍岡地区流域下水道凾渠移設工事（その2）工事
（明許）

推進工事 φ440mm*207m（推進）

φ2500*5797*5.8m（立坑）

φ2500*5797*6.1m（立坑）

φ2500*9.5m（覆工）

山梨県韮崎市

令和1年12月 益子町 ㈱塚田土建 町道31号線豆田橋下部工事 全旋回 φ1200*6.5ｍ*2本

φ1200*8.5ｍ*2本

栃木県芳賀郡益子町

令和1年12月 宇都宮市 ㈱野澤實業 橋梁工事（下部工）分割2号（市道5340号線） 全旋回 φ1200*16.8ｍ*16本栃木県宇都宮市



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

令和1年12月 民間 ㈱ナカミチ 試験施工用鋼管杭打設工 鋼管杭工事 φ2500*65.0ｍ*3本（昼間）

φ2500*65.0ｍ*1本（夜間）

茨城県那珂郡東海村

令和1年12月 西桂町 ㈲巴組 （仮称）宮作橋下部左岸工事 全旋回 φ1000*17.1ｍ*6本山梨県南都留郡西桂町

令和1年12月 愛知県 ㈱松浦組 床上浸水対策特別緊急工事（9号工） 全旋回 φ1500*14.2m*8本愛知県名古屋市

令和1年12月 山梨県 ㈱岩間建設 八糸川2工区河川工事（一部債務） 全旋回 φ1000*11.8m*9本

φ1000*11.8m*6本

φ1000*12.0m*8本

山梨県南アルプス市

令和2年1月 福島県 加地和組・吉多美
工業ＪＶ

ふ頭埋立造成（野積場）工事（管路工） 全旋回 φ1200*6.0ｍ*42本福島県いわき市

令和2年1月 神奈川県 ㈱加藤組 国道255号 飯泉橋P7橋脚 仮締切工(置換杭)工事 低空頭スライド
工法

φ1500*6.0m*34本神奈川県小田原市



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

令和2年1月 山梨県 坂本土建㈱ 鎌田川4工区河川工事 全旋回 φ1200*19.5ｍ*4本山梨県中央市

令和2年1月 宮城県 ㈱佐々木建設 平成30年度県債海交複-001号　浦の浜漁港浦の
浜地区防潮堤工事

鋼管杭工事 φ700*4.5m～5.0m*32本

φ700*5.5m～6.5m*8本

φ700*7.0m～8.0m*16本

φ700*8.5m*40本

宮城県気仙沼市

令和2年1月 民間 ㈱TLC 上越幹線№182～№192鉄塔建替工事ならびに関
連除去工事

全旋回 φ1200*11.5m*4本

φ1200*13.0m*4本

φ1200*10.0m*4本

φ1200*8.0m*4本

φ1200*20.5m*4本

埼玉県本庄市

令和2年1月 中央市 長田組土木㈱ 中央市田富北小学校新屋内運動場・新水泳プー
ル場建設（建築主体）工事

MUGNUM工法 PRC+PHCⅡ*φ500*12ｍ*4本

PRC+PHCⅡ*φ500*12ｍ*50本

山梨県中央市

令和2年2月 民間 ㈱協栄住建 甲府みなみ幼稚園増築工事 鋼管杭工事 φ267.4*翼付7.0m*4本

　(STK490 t=8.0)

φ318.5*翼付7.0m*4本

　(STK490　t=10.3)

山梨県甲府市

令和2年2月 埼玉県 ㈱島村工業 総選除）社会資本整備総合交付金（橋りょう整備）
工事（上武大橋P7橋脚撤去工）

障害撤去工事 φ2000*13.61ｍ*19本

φ2000*13.26ｍ*4本

埼玉県深谷市



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

令和2年2月 民間 ㈱山三電業 新昭和深谷特高太陽光発電所系統アクセス工事
ならびに関連除去工事

全旋回 φ1000*7.6m*4本

φ1200*19.0m*4本

埼玉県熊谷市

令和2年2月 民間 日本工営㈱ 新京葉変電所5・6号変圧器取替工事他1件 全旋回 φ1000*18.5m*14本千葉県船橋市

令和2年2月 福島県 加地和組・吉多美
工業JV

ふ頭埋立造成（野積場）工事（管路工） 全旋回 φ1200*10.0ｍ*1本福島県いわき市

令和2年3月 民間 鹿島建設㈱ 東海第二発電所　防潮堤（放水路エリア区間）設置
工事のうち排気筒基礎工事他

全旋回 φ1200*26.2ｍ*1本

φ1200*23.7ｍ*1本

φ1200*23.2ｍ*1本

φ1200*23.7ｍ*1本

茨城県那珂郡東海村

令和2年3月 福島県 加地和組・吉多美
工業JV

ふ頭埋立造成（野積場）工事（管路工） 全旋回 φ1200*10.0ｍ*1本福島県いわき市

令和2年3月 民間 ユーミーコーポ
レーション㈱山梨
支店

（仮称）Y&M堤新築工事 地盤改良工事 φ1000*6.5m*44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

令和2年3月 国土交通省 平井工業㈱ 平成30年度　1号清水立体IC第1高架橋西下部工
事

全旋回 φ1200*15.37ｍ*8本

φ1200*15.37ｍ*28本（夜間）

静岡県静岡市

令和2年3月 福島県 加地和組・吉多美
工業JV

ふ頭埋立造成（野積場）工事（管路工） 全旋回 φ1200*10.0ｍ*1本福島県いわき市


