
工事名 発注者／施主 元請名 工事場所 着工年月日 完成年月 工　　法 工　事　概　要

東京外環道路大泉地区準備工事 東日本高速道路株式会社関東支社 鹿島建設株式会社 東京土木支店 東京都練馬区 2013/12/16 2014/05 全旋回 場所打ち杭  φ1200L=23.0～27.0m　25本

TX守谷 場所打ち杭工事 鉄道建設･運輸施設整備支援機構 三井住友建設株式会社 茨城県守谷市 2013/12/16 2014/08 ﾘﾊﾞｰｽ TBH工法  φ2300・φ2800　L=15.0～29.8m　61本  ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法

市谷大日本印刷A工区障害撤去工事 大日本印刷 清水建設株式会社 東京都新宿区 2014/01/20 2014/05 障害撤去 BG-7 φ650 L=6.796-7.12m 23本

TX守谷 障害撤去工事 (独)鉄道建設･運輸整備支援機構 三井住友建設㈱東京土木支店 茨城県守谷市 2014/04/07 2014/06 障害撤去 BG低空頭使用(BG7S)  φ1000 L=10.5m  9本

常磐線山下工区復旧工事 東日本旅客鉄道株式会社 鉄建建設株式会社 東北支店 宮城県亘理郡山元町 2014/05/08 2014/09 全旋回 場所打ち杭工(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法）　φ1500/1800 L=7.0～9.0m　42本

瓜連･静間静こ線道路橋下部工新設工事A1橋台 東日本旅客鉄道㈱ 東鉄工業株式会社 茨城県那珂市 2014/06/15 2014/09 全旋回 1200 L=21.0 L=18.5  9本

鹿島田駅側ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ工事 鹿島田駅駅西部再開発株式会社 戸田建設株式会社 神奈川県川崎市幸区 2014/07/01 2014/10 ﾘﾊﾞｰｽ 1500/1800/2500 L=36.9-37.8m ΣL=185.0 ΣV=704.04   5本

南部汚泥処理ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎杭工事 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ株式会社 三井住友建設㈱東京土木支店 東京都大田区 2014/07/01 2014/11 ﾘﾊﾞｰｽ 置き換え工φ1500 L=12.0m 4本 TBH工法φ1200 L=60.0m 4本

海老名自由通路整備(駅部)下部工事 海老名市 大和小田急建設㈱鉄道事業部 神奈川県海老名市 2014/08/01 2014/10 ﾘﾊﾞｰｽ TBH工法φ2000 L=25.0m 6本

中部横断小宮山橋工事 国土交通省長野国道事務所 三井住友建設㈱東京土木支店 長野県佐久市 2014/08/25 2014/11 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法φ1500 16本

東北中央自動車道上山IC工事 ﾈｸｽｺ東日本株式会社 株式会社奥村組 山形県上山市 2014/08/19 2015/03 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1200 64本

中ﾉ口川橋橋脚工事 新潟市 株式会社本間組 新潟県新潟市 2014/12/10 2015/03 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1200 28本

擁壁設置工事(26豊-4) 東京都 あおみ建設株式会社 東京都江東区 2014/11/01 2015/03 全旋回 φ1000 /1500 L=37.8-38.9m L=35.5-38.0m

金町浄水場 その2)障害撤去工事 東京都下水道局 清水建設株式会社 東京都葛飾区 2015/02/06 2015/03 障害撤去 BGｰ15 φ1000 L= 8.0-12.0m  32本

海老名駅自由通路整備(駅間部)下部工事 神奈川県海老名市役所 鉄建建設株式会社 東京支店 神奈川県海老名市 2013/06/17 2016/03 全旋回(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法) 場所打ち杭工φ1500φ2000 11本

新東名海老名JCT下部工事 中日本高速道路㈱ 三井住友建設㈱東京土木支店 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φ1200/1000　L=32.35～49.28m　L=33.0～46.0m  356本

磐越自動車道吉津ﾄﾝﾈﾙ工事 東日本高速道路㈱新潟支社 清水建設㈱北陸支店 新潟県東蒲原郡阿賀町 2014/08/01 2015/09 全旋回 場所打ち杭工（ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法）　φ1200/1500 L=5.0～19.0m　53本

(修)臨海副都心線入り口基礎･擁壁工事 首都高速道路株式会社 東東京管理局 株式会社奥村組 東京都江東区 2015/03/31 2015/09 全旋回  一部(空頭制限有り) 1500 L=31.55m L=27.0m 30本

一関長島水門新設工事 国交省東北地方整備局 株式会社奥村組 岩手県西磐井郡平泉町 2015/02/02 2015/10 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 φ1200

新河岸水再生ｾﾝﾀｰ第二主ﾎﾟﾝﾌﾟ室耐震補強工事 東京都下水道局 須山建設株式会社 東京都板橋区 2015/02/02 2015/05 障害撤去 1000   L=5.15 L=0.75 4本

環2地下ﾄﾝﾈﾙ障害撤去工事 東京都第一建設事務所 長田組土木 東京都中央区 2015/02/23 2015/12 障害撤去(全旋回) 1500  L=7.0-11.0m 12本 1500  L=11.0m  1本

港北IC下部工工事 首都高 大成建設株式会社 横浜支店 神奈川県横浜市都筑区 2015/03/15 2015/11 全旋回 A1　φ1000　L=6.5m　9本　A2　φ1000　L=17.0～18.0m　48本

新潟駅付近高架化天神尾工区 JR東日本 大成建設㈱北信越支店 新潟県新潟市 2015/03/01 2015/09 ﾘﾊﾞｰｽ φ1800 45本

環2地下ﾄﾝﾈﾙ 中間杭打設工事 東京都第一建設事務所 長田組土木･仲岡建設共同企業体 東京都中央区 2015/04/20 2015/12 障害撤去･中間杭打設 ﾛｯｸｽｶｯﾄ工法 H400*400*13*21 L=11.5-12.0m  44本

海老名駅自由通路(駅部)下部工Ⅱ期工事 小田急電鉄㈱ 大和小田急建設株式会社 神奈川県海老名市 2015/05/18 2015/07 ﾘﾊﾞｰｽ TBH工法  φ2000 L=27.95m 2本  杭頭ﾚｽ工法

一関長島水門新設置換工事 国交省岩手河川国道事務所 株式会社奥村組 岩手県西磐井郡平泉町 2015/06/08 2015/10 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法(置換工事) 置換工φ1200 L=10.5m 166本

港北IC置換工事 首都高 大成建設株式会社 神奈川県横浜市港北区 2015/07/02 2015/11 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法(置き換え工) PHE2φ1500 L=38.3m 26本

首都高生麦らせん階段基礎杭工事 首都高 三井住友建設株式会社 神奈川県横浜市鶴見区 2015/07/21 2015/10 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法(低空頭施工) φ2000

渋谷駅山留工事 東急電鉄･JR東･東京地下鉄 ﾃｸﾉｽ株式会社 東京都渋谷区 2015/11/09 2016/03 障害撤去 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 φ1500  2本 2H-700*300H鋼建込み
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金町浄水場送配水ﾎﾟﾝﾌﾟ所障害撤去工事 東京都 下水道局 清水建設株式会社 東京都葛飾区 2015/09/24 2017/03 全旋回/BG工法 障害撤去 φ1500 L=8.4m～18.8m  16本　

横浜環状南線公田地区掘割試験工事 東日本高速道路㈱関東支社 株式会社大林組 神奈川県横浜市栄区 2016/02/16 2016/11 全旋回 リチャージウェル工　φ1000　置換長L=9.25～15.51m  379本

新東名新駒門東下部工事 中日本高速道路㈱沼津工事事務所 株式会社大本組 静岡県御殿場市 2015/06/05 2017/02 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法φ2000/1500

東京外環道大泉JCT下部工事 ﾈｸｽｺ東日本 清水建設株式会社 東京都練馬区 2015/10/05 2016/09 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1500 10本

豊洲擁壁設置工事 東京都第一市街地整備事務所 株式会社圏央 東京都江東区 2016/03/15 2017/02 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 φ1000/1200  50本

館山自動車道六手工事 東日本高速道路㈱関東支店木更津工事事務所 南海辰村建設株式会社 千葉県木更津市 2016/07/20 2016/12 全旋回 径1500 L=34.6-35.7m 12本

港北JCT歩道橋基礎杭工事 首都高 株式会社IHIｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 神奈川県横浜市港北区 2016/02/22 2016/06 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 φ1000/1500

新東名一色工事 ﾈｸｽｺ中日本 沼津工事事務所 奥村組土木興業株式会社 静岡県駿東郡小山町 2016/02/01 2016/08 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1200/1500 68本

中部横断不動沢地区改良工事 関東地方整備局甲府河川国道事務所 西武建設株式会社 山梨県南巨摩郡身延町 2016/06/14 2016/09 全旋回 全旋回工法 1ｾｯﾄ施工 2橋脚 径1500 L=19.90-20.90m L=16.50-17.50m  24本

新東名高速道路 伊勢原高架橋他2橋(下部工)工事 中日本高速道路株式会社 東京支店 株式会社不動ﾃﾄﾗ 神奈川県伊勢原市 2016/07/01 2016/11 全旋回 φ1200

上信越自動車道妙高工事 東日本高速道路㈱新潟支社信越工事事務所 清水建設株式会社 長野県上水内郡信濃町 2016/07/01 2017/02 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1500 16本

柏歩道橋基礎杭工事 千葉県 柏区画整理事務所 株式会社成島組 千葉県柏市 2016/06/16 2016/08 ﾘﾊﾞｰｽ ﾘﾊﾞｰｽ工法  φ2500/φ1500 2本

山田川橋梁下部工工事 福島県 富岡土木事務所 株式会社ﾌｼﾞﾀ 福島県双葉郡楢葉町 2016/07/11 2016/11 全旋回 φ1200 16本

銀座線上野車両基地 ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ撤去工事 東京地下鉄株式会社 株式会社奥村組 東京都台東区 2016/06/27 2016/07 障害撤去 ｱﾎﾞﾛﾝ工法(ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｴﾙ撤去工事) 撤去物 径300 L=18.0m  1本

新横浜大橋下部工事 首都高(横浜市道路局) 大成建設株式会社 神奈川県横浜市港北区 2016/09/12 2016/11 全旋回 φ2000 1本

中貞山運河橋下部工事 宮城県名取市 大豊建設(株) 宮城県名取市 2016/11/01 2017/02 全旋回 φ1200 1本

南北線ﾄﾝﾈﾙ整備工事 東京都港湾局 東京港建設事務所 清水建設株式会社 東京都江東区 2016/11/14 2017/03 障害撤去 削孔径2000  L=4.0～9.5m  157本 置換え分　L=7.5m  7本

花葛線鉄塔建替工事 東京電力 株式会社ｼｽﾃｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 埼玉県八潮市 2017/01/23 2017/03 ﾘﾊﾞｰｽ TBH工法φ1100  4本

千葉新線鉄塔建替工事 東京電力㈱千葉支社 千葉工事ｾﾝﾀｰ 株式会社ｼｽﾃｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 千葉県千葉市稲毛区 2017/02/10 2017/03 その他 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 φ1000 4本

臨海副都心出口基礎･擁壁その他工事 首都高速道路株式会社 株式会社奥村組 東京都江東区 2016/12/15 2017/11 全旋回 杭径1200 22本

新潟柏崎原発置換工事 東京電力株式会社 清水建設株式会社 新潟県柏崎市 2017/05/10 2017/09 障害撤去 掘削径 2000 L=30.0m  100本

常磐湯本歩道橋基礎杭工事 日本交通技術㈱ 鉄建建設株式会社 東京支店 福島県いわき市 2017/03/13 2017/05 全旋回 φ1200*2本/φ1300*1本

桑折こ線橋新設工事 国交省(JR委託) 鉄建建設株式会社 東京支店 福島県伊達市 2016/11/21 2017/06 全旋回 φ1500 56本

新東名新駒門東第3橋下部工事 ﾈｸｽｺ中日本 株式会社大林組 静岡県御殿場市 2016/12/12 2018/03 全旋回 φ2000 24本

近内地区道路工事 東北地方整備局 株式会社不動ﾃﾄﾗ 岩手県宮古市 2017/03/22 2017/09 全旋回 φ1200 35本

南北線ﾄﾝﾈﾙ整備工事(その2) 東京都港湾局 清水建設株式会社 東京都江東区 2017/02/27 2017/06 障害撤去 BG工法φ1000 L=8.0m  52本

上信越自動車道信濃妙高工事(その2) ﾈｸｽｺ東日本 清水建設株式会社 長野県上水内郡信濃町 2017/03/01 2017/05 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 φ1500 9本

桑折高架橋川原田地区下部工工事 国交省東北地方整備局福島河川国道事務所 株式会社森本組 福島県伊達郡桑折町 2017/04/11 2017/09 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 φ1500 36本

宮古港置換工事 岩手県 株式会社本間組 本社 岩手県宮古市 2017/06/05 2017/09 障害撤去 置換工(ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法) φ1200 置換長L=10.0m 136本

南北線ﾄﾝﾈﾙ整備工事(その3) 東京都港湾局 東京港建設事務所港湾整備課 清水建設株式会社 東京都江東区 2017/05/17 2017/12 障害撤去 φ2000 135本

138号BP須走･柴怒田地区西下部工事 国交省 沼津河川国道事務所 臼幸産業株式会社 静岡県駿東郡小山町 2017/07/20 2017/11 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1200  12本

柏歩道橋基礎杭工事その2 千葉県 柏区画整理事務所 株式会社板橋建設 千葉県柏市 2017/07/18 2017/09 ﾘﾊﾞｰｽ φ2500  1本φ1500 1本

東西線南砂駅中央部工区改良工事 東京ﾒﾄﾛ 大地建設(株) 東京都江東区 2017/07/23 2017/09 RC連壁 MHL1200　L=5.69-5.995 L=44.0  2本

桃園川置換工事 東京都下水道局 株式会社森組 東京都杉並区 2017/09/01 2018/03 障害撤去 ｱｰﾊﾞﾝﾘﾝｸﾞ置換工 φ1500 L=63.58m

氷川橋改良(その2)工事 関東地方整備局 株式会社大林組 東京都練馬区 2017/08/07 2018/03 障害撤去 BG工法 φ1200 L=3.5m L=2.2m  34本1　φ1200 L=3.5m L=2.2m  56本

石巻ﾎﾟﾝﾌﾟ場基礎杭工事 日本下水道事業団 大豊建設(株) 宮城県石巻市 2017/09/12 2018/03 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1000/1100/1300/1500/1600

八王子南ﾊﾞｲﾊﾟｽ館高架下部(その4)工事 関東地方整備局 相武国道事務所 長田組土木 東京都八王子市 2017/11/06 2017/12 全旋回 φ1200 L=7.5 L=5  8本　

森ヶ崎水再生ｾﾝﾀｰ置換工事 東京都下水同局 株式会社大本組 東京都大田区 2017/11/13 2018/02 障害撤去 BG工法  φ1000/1200 L=12.0m  25本

東京外環道大和田地区撤去工事 ﾈｸｽｺ中日本 清水建設株式会社 千葉県市川市 2017/12/05 2018/02 障害撤去 BG工法  撤去長7.4m 2本

東京外環道大泉JCT下部工事 ﾈｸｽｺ東日本 東京外環工事事務所 清水建設株式会社 東京都練馬区 2018/01/10 2018/03 全旋回 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法  φ1800 6本

東京外環道大和田地区撤去工事その2 ﾈｸｽｺ東日本 清水建設株式会社 千葉県市川市 2017/12/19 2018/02 障害撤去 BG工法 φ1200 L=7.5m3本

横浜環状南線障害物撤去工事 JR東日本 鉄建建設株式会社 東京支店 神奈川県横浜市栄区 2018/01/15 2018/03 障害撤去 BG工法 L=22.0m 12本

株式会社ハンシン建設　基礎事業部　東京　実績表（平成２８、２９年度）


