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東名東部線(第二工区)NO53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 2015/03/04 2015/03 全旋回 φ1800mm 4本

浜松ﾎﾄﾆｸｽ㈱豊岡製作所第10棟新築工事 浜松ﾎﾄﾆｸｽ㈱ ㈱野村商店 静岡県磐田市 2014/01/24 2014/08 全旋回 φ1500～2500mm　L=11.3～17.45m　106本

ﾆｯｾｲ本社線新設工事 中部電力株式会社 名東電気工事株式会社 愛知県安城市 2014/03/20 2014/05 全旋回 φ1500mm 4本

JR身延線宮原BO新設工事 東海旅客鉄道株式会社 名工建設株式会社 山梨県西八代郡市川三郷町 2014/04/25 2015/03 全旋回 φ1500　L=27.8～30.9m　33本

天王橋橋梁下部工事 春日井市 ｱｻﾋﾋﾞﾙﾄﾞ㈱ 愛知県春日井市 2014/04/15 2014/06 全旋回 φ1200　L=12.7～13.0m　5本

中川橋改築支障物撤去工事 名古屋市 株式会社淺沼組 愛知県名古屋市港区 2014/04/01 2014/06 その他 PC杭撤去　φ350　L=7.0～15.0m　31本

(仮称)ﾌﾟﾚｻﾝｽ名駅南一丁目新築工事 ㈱ﾌﾟﾚｻﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社森本組 愛知県名古屋市中村区 2014/05/27 2014/08 SB耐震杭 SB耐震ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ拡底杭 φ1500-2500､1400-2200mm

たはらｿｰﾗｰ第二線鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社ｼｰﾃｯｸ 愛知県田原市 2014/05/20 2014/08 全旋回 φ1200mm､4本

神座興産(株)ｳﾗﾔﾏ最終処分場建設工事 神座興産(株) 関特工業株式会社 静岡県島田市 2014/05/28 2014/11 全旋回 掘削径2000mm 杭本数 64本

越喜来地区海岸災害復旧工事 国土交通省 大容基功工業株式会社 岩手県大船渡市 2014/06/10 2014/12 その他 φ2000mm 286本

帝石ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ北上ｼｰﾙﾄﾞ工事 国際石油開発帝石㈱ 清水建設株式会社 富山県富山市 2014/06/16 2014/09 その他 土砂置換 φ2000mm

平成25年度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 (株)中村組 三重県員弁郡東員町 2014/07/03 2014/10 全旋回 φ1500　L=13.5～15.0m　30本

たはらｿｰﾗｰ第一線鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社ｼｰﾃｯｸ 愛知県田原市 2014/08/09 2015/03 全旋回 φ1200,1800m

木曽岬源緑高潮堤防補強置換工事 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 東洋建設株式会社 三重県桑名郡木曽岬町 2014/09/09 2014/12 全旋回 φ2000 L=11.5m 72本

名古屋立体駐車場増築工事 民間 小原建設株式会社 愛知県名古屋市中区 2014/09/29 2014/11 ｱｰｽ φ1200 L=15.9m 8本

名二環大西南1高架橋北基礎工事 中部地方整備局 愛知国道事務所 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ株式会社 愛知県名古屋市港区 2014/09/16 2014/11 全旋回 鋼管回転圧入工事(つばさ杭) 杭径800mm L=32.5m 23本

ﾄｰｼﾝ本町ﾋﾞﾙ新築工事 仮番号 ﾋﾒﾉﾋﾞﾙﾄﾞ㈱ 愛知県名古屋市中区 2014/10/11 2014/12 障害撤去 φ1000　L=2.5～3.1m 49本

東海環状東員員弁高架橋南下部工事 中部地方整備局 北勢国道事務所 株式会社中村組 三重県員弁郡東員町 2014/12/15 2015/03 全旋回 φ1500 56本

豊橋南部浄水場線撤去工事 中部電力株式会社 東海工営株式会社 愛知県豊橋市 2014/11/20 2015/03 土留 鋼矢板打抜き工 Ⅲ型　L=6.5～10.0m　336枚 既製杭引抜き　φ350　L=4.75m　16本

名南岩塚線No.12鉄塔工事 中部電力株式会社 川北電気工業株式会社 愛知県名古屋市中川区 2014/12/10 2015/03 ｱｰｽ ｼﾞｬｯｷ併用ｱ-ｽﾄﾞﾘﾙ φ2000 L=33.5m  4本

KDDI㈱名古屋無線基地局建設工事 KDDI株式会社 株式会社ｼｰﾃｯｸ 愛知県東海市 2014/11/14 2014/12 全旋回 φ2000 1本 鋼管(φ1500)建込み4.7m

鵜坂ｼ-ﾙﾄﾞ発進立坑工事 国際石油開発帝石㈱ 清水建設株式会社 富山県富山市 2014/11/17 2015/03 全旋回 φ2000　L=23.30～24.84m　22本 (置換工事)

名二環小川3高架橋南下部工事 中部地方整備局 愛知国道事務所 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ株式会社 愛知県名古屋市港区 2014/11/04 2015/02 全旋回 鋼管回転圧入工事(つばさ杭) φ800mmL=34.5～37.5m 36本

平成25年度東海環状東員員弁高架橋中南下部工事 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 2015/01/10 2015/03 全旋回 φ1500　L=14.5～16.0m　52本

小諸軽井沢線NO.70･71鉄塔工事 中部電力株式会社 名東電気工事株式会社 長野県北佐久郡軽井沢町 2014/12/20 2015/03 全旋回 φ1200mm 4本

新東名海老名JCT下部工事(その2) 中日本高速道路株式会社 三井住友建設株式会社 神奈川県海老名市 2014/04/01 2015/11 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法φ1200，1000mm L=32.35～49.28m

東名古屋東部線NO60~65鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社ﾋﾒﾉ 愛知県豊田市 2014/10/10 2016/03 全旋回 φ1200～2000mm 

東海環状揖斐川右岸下部工事 中部地方整備局 岐阜国道事務所 前田建設工業株式会社 岐阜県安八郡神戸町 2014/12/01 2015/08 全旋回 φ1,500　L=14.8～19.4m　36本

中川橋改築工事(その3) 名古屋市 土木局 株式会社不動ﾃﾄﾗ 愛知県名古屋市港区 2015/02/17 2016/01 その他 鋼管内ハンマ－掘削　φ1000　L=1.5～16.0m　82本

中川橋改築工事(その4) 名古屋市 土木局 株式会社不動ﾃﾄﾗ 愛知県名古屋市港区 2015/03/17 2016/02 その他 鋼管内ハンマ－掘削  φ1000　L=1.5～16.0m 92本

運河橋改築工事 名古屋市 土木局 株式会社不動ﾃﾄﾗ 愛知県名古屋市中川区 2015/05/26 2015/09 全旋回 φ1500 12本

四日市ﾊﾞｲｵﾏｽ分岐線NO.1鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社 鈴鹿ﾃｸﾄ 三重県四日市市 2015/04/06 2015/06 全旋回 φ1200 4本

犬山系導水路A管発進立坑工事 名古屋市 上下水道局 株式会社奥村組 愛知県小牧市 2015/05/15 2015/09 全旋回 置換φ1500 L=10.1m 26本 SMW φ850 壁長=23.5m

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路橋梁下部工事 中部地方整備局 若築建設株式会社 三重県三重郡川越町 2015/06/01 2016/01 全旋回 φ1200 59本 (6橋脚)

鵜坂ｼ-ﾙﾄﾞ到達立坑工事 国際石油開発帝石㈱ 清水建設株式会社 富山県富山市 2015/04/20 2015/12 全旋回 φ2000  L=20.06m  6本 ( 置換工事 )

音羽南分岐線NO.6~7鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社 鈴鹿ﾃｸﾄ 三重県三重郡菰野町 2015/05/11 2015/06 全旋回 φ1200　L=10.5～13.5m　8本

笠寺道徳線NO.11鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社ｼｰﾃｯｸ 愛知県名古屋市港区 2015/06/15 2016/03 ﾘﾊﾞｰｽ φ1800 L=20.5m L=19.8m 8本 ﾊﾟﾜ-ｼﾞｬｯｷ併用

飛島名南線NO.10鉄塔工事 中部電力株式会社 白川電気土木株式会社 愛知県海部郡飛島村 2015/06/15 2015/09 全旋回 φ2000 4本

岡崎信用金庫 田原支店新築工事 岡崎信用金庫 小原建設株式会社 愛知県田原市 2015/06/25 2015/08 ｱｰｽ拡底 φ1000～1000-1500　L=11.0m　14本

小熊野分岐線NO.3鉄塔除却工事 中部電力株式会社 株式会社 鈴鹿ﾃｸﾄ 岐阜県岐阜市 2015/08/01 2015/09 障害撤去 BG工法 φ1000 L=6.5m 1本

東海環状大木南橋梁下部工事 中部地方整備局 北勢国道事務所 株式会社中村組 三重県員弁郡東員町 2015/09/15 2016/03 全旋回 φ1500　L=13.5～16.5m　44本

JFE津ﾊﾞｲｵ発電所線鉄塔工事 中部電力株式会社 東光電気工事㈱ 中部支社 三重県津市 2015/07/10 2015/09 障害撤去 φ1500　L=5.0～6.0m　4本

(仮称)三菱重工新6寮新枇杷島社宅建設工事 三菱重工 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ株式会社 愛知県名古屋市北区 2015/08/01 2015/11 耐震杭 φ1200-1700～1700-2600　L=30.0～30.5m  24本

北勢分岐線NO.12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 2015/08/25 2015/12 全旋回 φ1200 L=35.5m 8本

㈱ﾏｴｼｮｳ西尾第二工場増築工事 ㈱ﾏｴｼｮｳ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ株式会社 愛知県西尾市 2015/09/01 2015/12 全旋回 φ1300～1800　38本

四日市港霞ｹ浦北ふ頭(霞4号)7工区下部工事 中部地方整備局 若築建設株式会社 三重県四日市市 2015/10/01 2016/02 全旋回 φ1500  5本

東海環状北金井中橋梁下部工事 中部地方整備局 北勢国道事務所 日起建設株式会社 三重県いなべ市 2015/10/21 2016/02 全旋回 φ1500 75本

東海幹線NO.45~48-1鉄塔工事 関西電力株式会社 株式会社 安松谷組 岐阜県大垣市 2015/11/25 2016/02 全旋回 φ1000～1500　L=15.0～17.0m 12本

揖斐川白鶏上流川表高潮堤防補強工事 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 株式会社福田組 三重県桑名市 2015/12/01 2016/03 障害撤去 φ2000 L=2.0m  114本

湖東線NO.104鉄塔工事 関西電力株式会社 株式会社きんでん 滋賀県長浜市 2015/11/16 2016/02 全旋回 φ1500 4本

名二環木場2高架橋南支障物撤去工事 中部地方整備局 愛知国道事務所 東洋建設株式会社 愛知県海部郡飛島村 2015/12/03 2016/03 全旋回 φ1500　L=1.4～3.1m　　30本

特養 ひびのﾌｧﾐﾘｱ新築工事 (福)杏園福祉会 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｲﾙ株式会社 愛知県名古屋市熱田区 2016/01/25 2016/03 ｱｰｽ拡底 φ1200～1800-2700 L=20.0m 26本

株式会社ハンシン建設　基礎事業部　名古屋　実績表（平成２６、２７年度）
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153号豊田北BP矢作川橋左岸下部工事 中部地方整備局 名四国道事務所 株式会社鴻池組 愛知県豊田市 2016/05/15 2016/08 全旋回 φ1500 9本

露橋水処理ｾﾝﾀ-築造工事に伴う護岸工事 名古屋市 上下水道局 大豊建設(株) 愛知県名古屋市中川区 2016/07/01 2016/11 全旋回 φ1000 10本

新名神鈴鹿場所打ち杭撤去工事 中日本高速道路株式会社 前田建設工業株式会社 三重県鈴鹿市 2015/12/10 2016/06 全旋回 φ2000（φ1200）  L=15.5～17.5m　15本

道玄坂1丁目駅前地区再開発工事 民間 八州建機株式会社 東京都渋谷区 2016/01/06 2016/08 障害撤去 BG工法 障害物撤去 φ1200 L=10.5m 59本

飛島名南線既設NO.10鉄塔基礎除却工事 中部電力株式会社 白川電気土木株式会社 愛知県海部郡飛島村 2016/04/01 2016/09 障害撤去 φ1500  L=30.0m 24本

東名東部線4工区NO.69鉄塔先行削孔工事 中部電力株式会社 川北電気工業株式会社 愛知県豊田市 2016/03/07 2016/09 その他 ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎ-ﾙﾊﾝﾏ-工事  φ350 L=9.5～14.5m 48本　ｴｰﾊﾟｲﾗｰﾊﾞｲﾌﾞﾛ工事  200H　L=5.0m 18本抜

西湘ﾊﾞｲﾊﾟｽ越波防止柵設置工事 国土交通省 大林道路株式会社 神奈川県中郡二宮町 2016/03/03 2016/06 その他 φ450 L=6.5m 87本

東名東部4工区NO.69鉄塔場所打杭工事 中部電力株式会社 川北電気工業株式会社 愛知県豊田市 2016/04/07 2016/08 全旋回 φ2000　L=9.5～14.5m 8本

国道477号四日市湯の山道路改良工事 三重県 株式会社 服部組 三重県三重郡菰野町 2016/04/25 2016/07 全旋回 φ1200 L=17.7～23.1m 18本

(仮称)東区茶屋ヶ坂計画1期新築工事 民間 株式会社新栄ﾍﾞｰｼｽ 愛知県名古屋市東区 2016/04/13 2016/09 耐震杭 ｸﾚｰﾝ相番工事  φ1000-1400～1400-2300　L=27.3m　85本

旧志賀分岐線NO.5鉄塔基礎撤去工事 中部電力株式会社 名東電気工事株式会社 愛知県名古屋市北区 2016/05/06 2016/07 その他 鋼矢板打抜き工･Ｈ鋼杭引抜き　Ⅲ型 L=7.0～8.0m 75枚  250Ｈ L=7.0m 6本

東海環状大安IC Eﾗﾝﾌﾟ東橋梁下部工事 中部地方整備局 北勢国道事務所 岡田工業株式会社 三重県いなべ市 2016/08/08 2016/12 全旋回 φ1200 67本

金沢外環状道路 海側幹線Ⅳ期地方道改築工事 石川県 株式会社 高田組 石川県金沢市 2016/06/25 2016/11 ﾘﾊﾞｰｽ φ1200 25本

東海環状大安ICEﾗﾝﾌﾟ西橋梁下部工事 中部地方整備局 北勢国道事務所 水谷建設株式会社 三重県いなべ市 2016/08/03 2016/11 全旋回 φ1200 36本

中川口通船門耐震補強工事 名古屋市 名工建設株式会社 愛知県名古屋市港区 2016/07/11 2016/11 全旋回 φ800 25本

河村電器産業本地工場線新設工事 中部電力株式会社 名東電気工事株式会社 愛知県瀬戸市 2016/09/01 2017/03 ｱｰｽ φ1500 4本

北刈谷南安城線NO.26鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社ｼｰﾃｯｸ 愛知県安城市 2016/08/18 2017/03 ﾘﾊﾞｰｽ ｺｳﾜ工法+TBH工法  φ1200 8本

寛政築港連絡線NO.3他鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社ｼｰﾃｯｸ 愛知県名古屋市港区 2016/09/15 2016/12 全旋回 φ1200 8本  PC杭撤去

東名東部4工区NO.67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 2016/10/15 2017/02 全旋回 φ2000　L=12.0～17.0m　L=9.7～14.7m　4本

東名東部4工区NO.66鉄塔場所打杭工事 中部電力株式会社 川北電気工業株式会社 愛知県豊田市 2016/10/15 2017/03 全旋回 φ1200 L=38.5m L=37.5m 8本

東名東部1工区NO.41鉄塔工事 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 2016/11/19 2017/02 全旋回 φ2000 L=34.5m  L=32.2m 4本

愛知ﾄﾖﾀ茶屋坂営業所新築工事 民間 ﾋﾒﾉﾋﾞﾙﾄﾞ株式会社 愛知県名古屋市千種区 2016/10/25 2016/12 障害撤去 φ1000 L=5.0m 5本

小熊野分岐線撤去工事(第2期) 中部電力株式会社 白川電気土木株式会社 岐阜県岐阜市 2016/10/25 2017/03 全旋回 φ1500 L=5.5m17本

西濃杉野線NO.5鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社ﾋﾒﾉ 岐阜県本巣市 2016/07/12 2017/06 全旋回 φ1800 L=19.5m 4本

東名東部4工区NO.66鉄塔桟橋工事 中部電力株式会社 川北電気工業株式会社 愛知県豊田市 2016/08/25 2017/11 その他 水路補強工事、仮設桟橋工事(復工坂他設置･撤去)  

東海環状大安ICBﾗﾝﾌﾟ西橋梁下部工事 中部地方整備局 北勢国道事務所 水谷建設株式会社 三重県いなべ市 2017/01/10 2017/05 全旋回 φ1200～1500　44本

北陸新幹線 能美西任田高架橋他工事 鉄道･運輸機構 大阪支社 若築建設株式会社 石川県能美市 2016/12/01 2017/12 全旋回 φ1500　L=38.0～52.0m L=35.0～49.0m　206本

ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸいなべ線鉄塔新設工事 中部電力株式会社 名東電気工事株式会社 三重県いなべ市 2017/03/15 2017/06 全旋回 φ2000  L=14.5m L=12.4m 4本

ﾒｶﾞｿｰﾗｰたけとよ分岐線NO.1鉄塔除却工事 中部電力株式会社 白川電気土木株式会社 愛知県知多郡武豊町 2017/06/27 2017/12 障害撤去 既製杭撤去  φ300 L=12.0m 16本

(仮称)ﾗｲｵﾝｽﾞ瓢箪山駅前計画新築工事 株式会社長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社新栄ﾍﾞｰｼｽ 愛知県名古屋市守山区 2017/07/10 2017/09 ｱｰｽ拡底 ｸﾚｰﾝ相番工事  φ1000～1800-2800 L=16.1～25.2m 52本

北陸新幹線 坂井丸岡高架橋他工事 鉄道･運輸機構 若築建設株式会社 福井県坂井市 2017/08/18 2018/03 全旋回 φ1300･1500　 L=25.5～32.9m 98本

北勢四港線NO.2鉄塔工事 中部電力株式会社 株式会社 鈴鹿ﾃｸﾄ 三重県四日市市 2017/09/20 2018/01 全旋回 φ1500 L=38.0m  L=36.7m  計 4本

花王豊橋線鉄塔新設工事 中部電力株式会社 株式会社ｼｰﾃｯｸ 愛知県豊橋市 2017/10/25 2018/03 全旋回 φ1200 L=22.0m L=20.5m 4本

東部知多ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ分岐線鉄塔工事 中部電力株式会社 名東電気工事株式会社 愛知県知多郡東浦町 2017/11/20 2018/03 全旋回 φ1800～2000　L=16.0～18.5m　ｌ=14.6～17.4m  8本

大同特殊鋼築地線NO.5鉄塔工事 中部電力株式会社 名東電気工事株式会社 愛知県名古屋市港区 2018/02/15 2018/03 BH φ1200 L=11.0m l=10.2m 8本

株式会社ハンシン建設　基礎事業部　名古屋　実績表（平成２８、２９年度）


