
No,1

施工時期

H17/2

H17/3

H17/3

H17/4

H17/4

H17/5

H17/5

H17/6

H17/6

H17/７

H17/8

H17/8

H17/10

H17/10

H17/10

H17/11

H17/11大田区 H打抜 建柱車

公共工事関係

辻建設工業㈱/大田区立萩中知的障害者通所新築工事

パイラー・オーガミルク大和ハウス工業/丸宇木材倉庫新築工事

大和ハウス工業/鎌ヶ谷

荒川区 SP打抜 サイレントパイラー

文京区 防臭層設置工事 とび・鍛冶工㈱竹中土木/湯島幹線

㈱荒井組/埼玉県荒川右岸終末処理場

丸藤シートパイル㈱・三井住友建設/習志野

日東工業/千葉工大

印西市 H打込 オーガミルク

大田区 H打込 建柱車㈱荒井組/クリスタル大森

丸藤シートパイル㈱・竹中工務店/千葉ニュータウン

工　事　経　歴　書

オーガミルク

千代田区 H打込・山留架払 オーガミルク

内訳

H打込

文京区 H打込・構台架払

新宿区 オーガミルク

市原市 SP打込・山留架払 サイレントパイラー

オーガミルク

千葉市 H打込 オーガミルク

千葉市 H打込

施工場所 工種・工法

港区 H打抜 オーガー圧入

船橋市 SP打込 サイレントパイラー

習志野市 サイレントパイラーSP打抜

習志野市 H打込 オーガミルク・多滑車

鎌ヶ谷市 置構台架払 とび・鍛冶工

千葉市 SP・H鋼・山留架払

工  事  名  称

大和ハウス工業/日建本社ビル

日本国土開発㈱/駒込駅前マンション新築工事

上条建設/東京消防庁

大城組/金子マンション

進和建設/千葉中央

八木工務店/東レ市原

武蔵野工業/金杉

丸藤シートパイル㈱・北野建設/青山



No,2

施工時期

H17/12

H17/12

H17/12

H18/1

H18/2

H18/2

H18/3

H18/3

H18/3

H18/4

H18/4

H18/5

H18/5

H18/5

H18/6

H18/7

No,3

辻建設工業㈱/大田区立子供家庭支援センター

大和ハウス工業/牛久ひたち野うしくステーション

丸藤シートパイル㈱田辺建設/本郷・日内会館

公共工事関係

大田区 H打設 建柱車

文京区 鉄骨工事 とび・鍛冶工

筑波市 SP打抜 サイレントパイラー

市川市 H打込 オーガー圧入・ミルク

世田谷区 H打込 オーガー圧入大和ハウス工業/上馬

日本国土開発㈱/アバニス市川

サイレントパイラー

世田谷区 H打込 建柱車

船橋市 H引抜 多滑車

浦安市 SP打抜

丸藤シートパイル㈱・三井住友建設/船橋

㈱福田組/深沢1丁目

丸藤シートパイル㈱・三井住友建設/浦安38街地

流山市 シャッター受工事 とび・土工

江戸川区 レール打込 建柱車池田建設㈱ビックコーポ北葛西新築工事

㈱成川不動産/駒木台

横浜市 H打込 アボロンジャッキ圧入

横浜市 H打込 アボロンジャッキ圧入戸田建設㈱/進藤医院新築工事

戸田建設㈱/綱島石田ビル

君津市 H打込 オーガー圧入

船橋市 H打込 オーガー圧入丸藤シートパイル㈱・三井住友建設/船橋本町

丸藤シートパイル㈱・竹中工務店/君津

千葉市 SP・H打込・山留架払 パイラー・オーガミルク

市川市 H打込 オーガー圧入大和ハウス工業/原木

大和ハウス工業/植草様貸店舗

工　事　経　歴　書
施工場所 内訳 工種・工法工  事  名  称



施工時期

H18/7

H18/7

H18/7

H18/7

H18/8

H18/8

H18/9

H18/9

H18/9

H18/9

H18/9

H18/9

H18/10

H18/11

H18/12

H18/12

No,4

八千代市 H打込

工　事　経　歴　書
施工場所 内訳 工種・工法

建柱車

大田区 H打込 建柱車

山留工事・SMW・アボロン

船橋市 SP打抜 サイレントパイラー

春日部市 SP打抜・山留架払 サイレントパイラー

市原市 SP打抜 サイレントパイラー

世田谷区 H打込 オーガー圧入・ミルク

稲城市 H打込・山留架払 オーガー圧入・ミルク

市川市 SP打抜 サイレントパイラー

千葉市 H打込 オーガー圧入・ミルク

サイレントパイラー大和ハウス工業㈱/コムスンホーム墨田

市原市 SP打抜 サイレントパイラー

市原市 H打込・山留架払 オーガー圧入・ミルク

京葉マルゼン/日本板ガラス

新昭和/グレース八木

松戸市 H打込・山留架払 オーガー圧入・ミルク

葛飾区 SP打込・山留架払 サイレントパイラー

江戸川区 SP打抜 サイレントパイラー

武蔵野工業/四つ木

港区 H打込・山留架払

墨田区 SP打抜

㈱福田組/南麻布2丁目Ⅱ計画工事

大成ロテック㈱/船橋

大和ハウス工業㈱/アドバンス東小岩

丸藤シートパイル㈱・新日本建設/六高台

工  事  名  称

大和ハウス工業㈱/八千代

㈱荒井組/野口ビル

大和ハウス工業/市川インター

天台組/作草部

㈱福田組/世田谷代沢

大和ハウス工業㈱/多摩センター

武蔵野工業/三井石油・春日部

新昭和/八幡宿



施工時期

H19/1

H19/1

H19/2

H19/3

H19/3

H19/4

H19/4

H19/5

H19/5

H19/5

H19/5

H19/5

H19/6

H19/6

H19/7

H19/7

H19/8

No,5

SP打抜 サイレントパイラー

大田区 H打設 アボロンジャッキ

パイラー・山留架払

大和ハウス工業㈱/青葉台

武蔵野工業/代田橋SS

大田区 レール打設 建柱車

府中市 H打設 建柱車

杉並区 H打設 構台架払

興進建設㈱/是政ビル新築工事

池田建設㈱/荻窪北口駅前ビル新築工事

荒井組㈱/海苔会館新築工事

千葉市 H打設 アボロンジャッキ

松戸市

パイラー・多滑車

柏市 SP・H打抜・構台払 山留工事・パイラー・アボロン

㈱株木建設/高谷作業所

山田工務所/県民共済ビル

目黒区 H打設 ミルク・頭継ぎ・鍛冶工

建柱車

㈱大城組/ベルク松戸店

小宮工業㈱/西日暮里作業所

江東区 SP打抜 サイレントパイラー

浦安市 SP打込・山留架払 サイレントパイラー

大和ハウス工業㈱/有明リゾートテラス

㈱福田組/大和浦安北栄マンション新築工事

サイレントパイラー

船橋市 H打・SP壁 H打・鍛冶作業

京葉マルゼン/日本板ガラス

大成ロテック/アラエ商会ヤード

松戸市 H打抜 セメントミルク工法

工　事　経　歴　書
施工場所 内訳 工種・工法

港区 構台架払 山留工事・SMW・アボロン

工  事  名  称

㈱福田組/南麻布2丁目Ⅲ計画新築工事

市原市 SP打抜

荒川区 H打込

市川市 SP・H打抜

杉並区 SP打抜

丸藤シートパイル㈱・新日本建設/エクセレントプレイス

大和ハウス工業㈱/栄進マンション新築工事

丸藤シートパイル㈱・新昭和/羽田萩中新築工事



施工時期

H19/8

H19/8

H19/8

H19/8

H19/10

H19/11

H19/11

H19/11

H19/11

H19/12

H20/1

H20/2

No,6

江戸川区 H打設 建柱車

江戸川区 H打設

千葉葛南中央地区築造工事

東京都江東治水事務所

㈱大本組 船橋市 岸壁補強腹起材・加工 H20/2 鉄骨加工

佐倉市 H打設 建柱車

国土交通省　千葉港湾事務所　

建柱車

新宿区 先行堀 建柱車

大田区 仮係留・桟橋鉄骨 鉄骨加工

丸藤シートパイル㈱・上条建設/牧野ビル新築工事

㈱大本組・国土交通省/関東地方整備局・京浜河川事務所多摩川河口部整備工事

大和ハウス工業㈱/新宿

江東区 SP打抜・パイラー H打設・アボロン・頭継ぎ大和ハウス工業㈱/東陽センター

千葉市 H打抜 アボロンジャッキ・多滑車

浦安市 H打設 アボロンミルク

丸藤シートパイル㈱・三井住友建設/宮崎町計画

丸藤シートパイル㈱・東急建設/浦安社宅新築工事

市川市 SP打抜・パイラー H引抜・多滑車

㈱大本組/アクティオ川崎

丸藤シートパイル㈱・竹中工務店/行徳末広コートハウス

大田区 H打設 建柱車荒井組㈱/雪谷家本新築工事

川崎市 レール取付工事 鍛冶作業

施工場所 内訳 工種・工法

藤沢市 H打設 建柱車

工  事  名  称

戸田建設㈱/学生寮新築工事

妙見島防潮堤建設工事

大城組/当金ビル新築工事

丸藤シートパイル㈱・光陽㈱/東急上志津団地

工　事　経　歴　書

共立建設㈱ 江戸川区 仮桟橋製作 H20/4 鉄骨加工

工　事　経　歴　書

公共工事関係



施工時期

H20/4

H20/4

H20/4

H20/4

H20/4～H20/6

H20/5

H20/5

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/8

H20/8

H20/8

No,6

工　事　経　歴　書

佐久間工務店/富ヶ谷 渋谷区 H鋼打設 建柱車

工  事  名  称

丸藤シートパイル㈱・新日本建設/上高井戸M

大和ハウス工業㈱/コスモ石油つくば

習志野市 H鋼打設 アボロンジャッキ

流山市 SP打抜・山留 パイラー・鍛冶工

杉並区 H鋼打設 建柱車

つくば市 SP打抜・先行堀 パイラー・建柱車

施工場所 内訳 工種・工法

H鋼打抜 アボロン・セメントミルク

丸藤シートパイル㈱・常総開発/渡辺邸

丸藤シートパイル㈱・新日本建設/アデニュウム小村井

市川市 H鋼打抜・頭継ぎ アボロン・バイブロ・鍛冶

千葉市 鋼管杭打設 アボロン・モンケン

公共工事関係

流山市 SP打抜・頭継ぎ パイラー・鍛冶工大和ハウス工業㈱/米本ビル新築工事

大和ハウス工業㈱/石田邸工事 市川市 SP打・山留架払

建柱車・鍛冶工共立工業㈱/村野ビル新築工事 新宿区 H鋼打・山留

丸藤シートパイル㈱・広栄化学/袖ヶ浦工場 市原市 H鋼打抜 LHV

パイラー・鍛冶工

大和ハウス工業㈱/デリカ・シェフ

大和ハウス工業㈱/くら寿司・流山店

大和ハウス工業㈱/原木物流センター

東急建設㈱/千葉市立高校

江東区 SP打抜 パイラー

墨田区 SP・H打抜 パイラー・アボロンジャッキ

石川建設/東砂町スタンド解体工事

大和ハウス工業㈱/中田建材ビル

野田市 H鋼打抜 LHV・多滑車

八千代市 H鋼打設 建柱車

進和建設/万星食品新築工事

大和ハウス工業㈱/八千代台

千葉市 H鋼打設 アボロンジャッキ

墨田区



施工時期

H20/4

H20/4

H20/4

H20/4

H20/4～H20/6

H20/5

H20/5

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/7

H20/8

H20/8

H20/8

No,7

丸藤シートパイル㈱・広栄化学/袖ヶ浦工場 市原市 H鋼打抜 LHV

公共工事関係

大和ハウス工業㈱/石田邸工事 市川市 SP打・山留架払 パイラー・鍛冶工

佐久間工務店/富ヶ谷 渋谷区 H鋼打設 建柱車

共立工業㈱/村野ビル新築工事 新宿区 H鋼打・山留 建柱車・鍛冶工

石川建設/東砂町スタンド解体工事 江東区 SP打抜 パイラー

大和ハウス工業㈱/中田建材ビル 墨田区 SP・H打抜 パイラー・アボロンジャッキ

大和ハウス工業㈱/米本ビル新築工事 流山市 SP打抜・頭継ぎ パイラー・鍛冶工

丸藤シートパイル㈱・新日本建設/アデニュウム小村井 墨田区 H鋼打抜 アボロン・セメントミルク

進和建設/万星食品新築工事 野田市 H鋼打抜 LHV・多滑車

大和ハウス工業㈱/八千代台 八千代市 H鋼打設 建柱車

大和ハウス工業㈱/原木物流センター 市川市 H鋼打抜・頭継ぎ アボロン・バイブロ・鍛冶

東急建設㈱/千葉市立高校 千葉市 鋼管杭打設 アボロン・モンケン

丸藤シートパイル㈱・常総開発/渡辺邸 千葉市 H鋼打設 アボロンジャッキ

大和ハウス工業㈱/コスモ石油つくば つくば市 SP打抜・先行堀 パイラー・建柱車

大和ハウス工業㈱/デリカ・シェフ 習志野市 H鋼打設 アボロンジャッキ

大和ハウス工業㈱/くら寿司・流山店 流山市 SP打抜・山留 パイラー・鍛冶工

工  事  名  称 施工場所 内訳 工種・工法

丸藤シートパイル㈱・新日本建設/上高井戸M 杉並区 H鋼打設 建柱車

工　事　経　歴　書



施工時期

H20/9

H20/9

H20/9

H20/9

H20/9

H20/9

工  事  名  称 施工場所 内訳 工種・工法

㈱荒井組/大森西都営住宅 大田区 SP打抜 パイラー

丸藤シートパイル㈱・㈱竹中工務店/コルトンプラザ 市川市 H鋼抜 多滑車

大城組/東京ベイ信用 市川市 H打設 建柱車・アボロン

山田工務所/まこと幼稚園 八千代市 H鋼打抜 建柱車・多滑車

大和ハウス工業㈱/丸亀製麺 松戸市 SP打抜・先行堀 パイラー・建柱車

大和ハウス工業㈱/吉場ビル 松戸市 H鋼打設 建柱車

公共工事関係




