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第二東名高速道路豊川橋下部工事
中日本高速道路株式会
社

戸田建設株式会社 愛知県新城市 2011/01/10 2012/11 全旋回 φ1200/2000  L=11.0～24.0  P=57

新名神高速道路四日市JCT下部工事
中日本高速道路株式会
社

株式会社フジタ 三重県四日市市 2012/08/30 2013/03 全旋回 φ1200/1500  L=9.5～20.5　P=68

関西幹線（犬）NO143,144鉄塔工事 関西電力株式会社 株式会社きんでん 愛知県愛西市 2012/10/10 2013/02 全旋回 φ1300　L=59.0 P=32

名古屋大学総合研究棟新築工事
国立大学法人名古屋大
学

株式会社鴻池組
愛知県名古屋市昭和
区

2012/02/10 2012/08
耐震杭（ｱｰｽ拡
底）

φ1000 L=43.2 P=40

日東町分岐線NO4鉄塔工事 中部電力株式会社
川北電気工業株式会
社

愛知県半田市 2012/03/25 2012/05 全旋回 φ1500  L=13.0  P=4

東名東部線4工区NO70鉄塔工事 中部電力株式会社
川北電気工業株式会
社

愛知県豊田市 2013/01/07 2013/08 全旋回 φ1500  L=11.0 P=16

東名東部線2工区NO54,56,57鉄塔工事 中部電力株式会社
白川電気土木株式会
社

愛知県豊田市 2012/12/10 2013/03 全旋回 φ1500～2000  L=38.0  P=24

上野浄水場NO5鉄塔工事 中部電力株式会社
白川電気土木株式会
社

愛知県東海市 2012/07/30 2012/09 ＢＨ φ1200  L=17.0

亀山西名古屋線NO133鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社シーテック
三重県員弁郡東員
町

2012/07/01 2012/08 全旋回 φ1800  L=12.5  P=4

株式会社マエショウ吉良工場新築工事 （株）マエショウ
ジャパンパイル株式会
社

愛知県西尾市 2012/07/10 2012/09 全旋回 φ1300～1800  L=10.9～16.9  P=46

青柳分岐線NO10,11鉄塔工事 中部電力株式会社
名光電気工事株式会
社

岐阜県大垣市 2012/11/30 2013/03 全旋回 φ2000/1800  L=22.4/23.9  P=8

黄瀬支線2回線化工事 関西電力株式会社
川北電気工業株式会
社

滋賀県甲賀郡信楽
町

2012/10/24 2013/02 全旋回 φ1200/1800  L=15.0/18.0

四港末広線NO24鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社シーテック 三重県四日市市 2012/08/28 2012/11
全旋回-障害撤
去

φ3000  L=3.8  P=4

エヌテｨテクノ線NO.17鉄塔工事 中部電力株式会社 東海工営株式会社 愛知県碧南市 2012/12/08 2013/02 全旋回 φ1200　L=21.5  P=4

東海環状西之川高架橋下部工事
中部地方整備局　岐阜
国道事務所

矢作建設工業株式会
社

岐阜県大垣市 2012/11/27 2013/03 ベノト φ1200/1500  L=14.0～20.2  P=35

東名東部線NO.72鉄塔土留杭工事 中部電力株式会社
川北電気工業株式会
社

愛知県豊田市 2012/11/19 2013/03 土留 仮設構台(DH機用)組立解体工親杭打設(BHﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙ工法)

枇杷島小田井線街路改良工事 愛知県土木部 名工建設株式会社
愛知県西春日井郡
西枇杷島町

2013/02/01 2013/03 リバース(TBH) φ2000  L=20.5  P=2

峰山変電所鉄塔工事 関西電力株式会社 株式会社きんでん 京都府京丹後市 2013/04/22 2013/06 アース φ1000　L=11.0～12.5  P=8

名駅一丁目計画 日本郵便逓送株式会社 丸門建設（株）
愛知県名古屋市中村
区

2013/06/17 2013/12 BG φ1200  L=8.8　P=37

京楽立体駐車場建設工事 京楽産業（株） 小原建設(株)
愛知県名古屋市瑞穂
区

2013/07/01 2013/09 アース φ1300　L=18.0  P=6

牛島町枇杷島線NO.3鉄塔工事 中部電力株式会社
名東電気工事株式会
社

愛知県名古屋市西
区

2013/07/15 2013/10 リバース(TBH) φ1800　L=26.0  P=4

東海環状東員高架橋南下部工事
中部地方整備局　北勢
国道事務所

水谷建設株式会社
三重県員弁郡東員
町

2013/08/09 2014/01 全旋回 φ1500 L=13.4～15.8  P=26

中勢三雲線NO.1・10鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社シーテック 三重県津市 2013/09/11 2013/12 全旋回 φ1800  L=13.5 P=4

名駅三丁目27番地区(ＤＮ計画）工事 三菱地所(株)
丸五基礎工業株式会
社

愛知県名古屋市中村
区

2013/07/24 2014/03
全旋回-障害撤
去

φ2000　L=18.0  P=3

山梨リニア実験線下部工事 JR東海 名工建設株式会社 山梨県大月市 2013/08/01 2013/11 全旋回 φ1000/1100  L=18.5～20.8  P=12

JR名古屋駅新ビル建築工事 東海旅客鉄道株式会社 ケミカルグラウト株式会社
愛知県名古屋市中村
区

2013/09/02 2014/03 その他 連壁用鉄筋籠の機械継ぎ手工事

ｱｲｼﾝ精機西尾線2回線化工事 中部電力株式会社 （株）鈴鹿ﾃｸﾄ 愛知県西尾市 2013/10/19 2013/12 アース φ1500  L=21.0  P=4

東名古屋東部線鉄塔工事（1工区） 中部電力株式会社 株式会社シーテック
愛知県西加茂郡三好
町

2013/10/03 2014/03 リバース(TBH) φ1200～1800  L=9.0～32.5  P=45

東員堀木線NO.3他鉄塔工事 中部電力株式会社 ㈱鈴鹿テクト 三重県四日市市 2013/11/11 2014/02 全旋回 φ1200　L=7.0～11.0  P=8

中川橋改築障害物撤去工事 名古屋市 株式会社淺沼組
愛知県名古屋市港
区

2013/11/11 2014/01
全旋回-障害撤
去

φ2000　L=22.0  P=12

伊藤園産業坂口線NO1鉄塔工事 中部電力株式会社
白川電気土木株式会
社

静岡県静岡市 2013/12/02 2014/01 全旋回 φ1500  L=26.0  P=4

第二東名高速道路稲木ﾄﾝﾈﾙ工事
中日本高速道路株式会
社

株式会社大林組 愛知県新城市 2013/11/27 2014/01 全旋回 φ1200  L=6.0～11.5  P=8

東海環状道路北勢治田高架橋下部工事
中部地方整備局　北勢
国道事務所

(株)サンエイ工務店 三重県いなべ市 2013/12/15 2014/03 全旋回 φ1500  L13.5～16.0  P=40

旧ｿﾆｰ幸田線NO.10鉄塔除却工事 中部電力株式会社
川北電気工業株式会
社

愛知県岡崎市 2013/11/25 2014/03 土留 鋼矢板打設(ｸﾗｯｼｭﾊﾟｲﾗｰ)  鋼矢板引抜(ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ)Ⅳ型　L=10.0 　92枚　ΣL=920.0

東海環状道路北勢第一道路工事
中部地方整備局　北勢
国道事務所

関特工業株式会社 三重県いなべ市 2013/12/10 2014/02 全旋回 φ1500  L=17.2  P=16

株式会社ハンシン建設　基礎事業本部　名古屋支店　実績表　(平成24,25年度）



旧ソニー幸田線NO.2鉄塔基礎撤去工事 中部電力株式会社
川北電気工業株式会
社

愛知県岡崎市 2014/01/15 2014/03 その他 既製杭撤去φ350 L=16.0  撤去長13.85 　16本

ｲｵﾝ各務原ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ増築工事 イオン㈱ 関特工業株式会社 岐阜県各務原市 2014/02/12 2014/03 全旋回 φ1000～1500  L=9.5  P=42

中部横断自動車道佐久町IC橋工事
関東地方整備局　長野
国道事務所

関特工業株式会社 長野県佐久市 2014/02/04 2014/03 全旋回 φ1200  L=15.0～19.0  P=22

(仮称)名駅１丁目計画その２ 日本郵便会社 丸門建設株式会社
愛知県名古屋市中村
区

2014/02/04 2014/03 BG φ550/650  L=7.5～10.0  P=14
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