
２００４年度工事経歴

☆杭工事 No.1

年／月 発注 元請 現場名 場所 工事内容 工種

2003/10/1 山梨県 風間建設㈱ 中道橋上曽根８工区 東八代郡中道町上曽根 STJ認定工法杭工事 杭工事

2003/11/4 山梨県 加藤建設㈱ 富士川身延線橋梁工事 南巨摩郡南部町内船 BKF工法オールケーシング場所打杭工事 杭工事

2004/1/6 山梨県 長田組土木㈱ 下河東高架１号橋下部工建設工事 中巨摩郡玉穂町下河東 オールケーシング場所打杭工事 杭工事

2004/3/1 山梨県 秋山土建㈱ 鷹丸尾線滝沢橋基礎工事 富士吉田市 中掘鋼管杭打設工事 杭工事

2004/4/1 民間 石井工業㈱ IMT笹子白野無線基地局 大月市笹子町白野字赤羽根 EAZET工法鋼管杭打設工事 杭工事

2004/4/1 民間 ㈱樋川建設 東京昭和運輸山梨配送センター 中巨摩郡田富町山ノ神 BFK工法杭工事 杭工事

2004/4/13 民間 石原建設㈱ 末木邸新築工事 甲府市青沼 EAZET工法杭工事 杭工事

2004/4/15 民間 北清建設㈱ 中央４丁目マンション新築工事 甲府市中央４丁目 セメントミルク工法杭工事 杭工事

2004/4/19 山梨県 大真建設㈱ Ｒ４１１砂田２号橋 甲府市砂田町 場所打杭（ベノト）工事 杭工事

2004/5/17 民間 ㈱樋川建設 ブランシュール新築工事 南都留郡富士河口湖町船津 BFK工法杭工事 杭工事

2004/5/24 民間 ㈱オムテック ＣＶ石和唐柏無線基地局 笛吹市石和町唐柏 KMN工法杭工事 杭工事

2004/6/1 民間 池田建設㈱甲信越支店 介護老人福祉施設「風林荘」新築工事 甲府市宮原町 KMN工法杭工事 杭工事

2004/6/29 民間 清水建設㈱ カシオマイクロニクス山梨事業所Ｙ３増設工事 中巨摩郡玉穂町一町畑 KMN工法杭工事 杭工事

2004/7/2 小淵沢町 長田組土木㈱ 町立小淵沢小学校耐震補強改修工事 北巨摩郡小淵沢町 EAZET工法杭工事 杭工事

2004/7/6 民間 ㈱樋川建設 手塚マンション新築工事 甲府市七沢町 KMN工法杭工事 杭工事

2004/7/16 民間 北清建設㈱ 八王子ファミリーテニスクラブカレッジ新築工事 八王子市打越町 セメントミルク工法杭工事 杭工事

2004/7/20 大和村 長田組土木㈱ 大和中学校屋外運動場建設工事 東山梨郡大和村初鹿野 セメントミルク工法杭工事 杭工事

2004/7/28 （学）山梨学院 ㈱早野組 山梨学院大学第２舞鶴寮新築工事 甲府市酒折1丁目 アースドリル杭工事 杭工事

2004/8/1 国土交通省 石井工業㈱ 大月バイパス御太刀道路改良 大月市御太刀１丁目 抑止杭工事 杭工事

2004/8/10 山梨県 ㈱三枝組 国道411号砂田工区道路改良工事 甲府市砂田 RODEX工法杭工事 杭工事

2004/8/25 民間 ㈱早野組 東光寺共同住宅新築工事 甲府市東光寺 アボロン併用セメントミルク工法杭工事 杭工事

2004/9/1 民間 市川工業㈱ ポレスター幸町新築工事 甲府市幸町 オールケーシング場所打杭工事 杭工事

2004/9/7 山梨県 ㈱坂本建設 国道411号砂田工区道路改良工事 甲府市砂田町 RODEX工法杭工事 杭工事

2004/9/10 山梨県 大森建設㈱ 釜無浄化ｾﾝﾀｰ汚泥排出室増設工事 南巨摩郡増穂町長沢地内 中掘拡大根固め工法杭工事 杭工事

2004/9/15 民間 ㈱コミヤマ工業 トヨタレンタリース山梨㈱甲府駅前店新築工事 甲府市丸の内２丁目 アボロン併用セメントミルク工法杭工事 杭工事

2004/9/15 忍野村 奥浦建設㈱ 忍野村立忍野児童館新築工事 南都留郡忍野村 BFK工法杭工事 杭工事

2004/9/20 民間 市川工業㈱ ポレスター飯田新築工事 甲府市飯田４丁目 オールケーシング場所打杭工事 杭工事

2004/10/1 民間 長田組土木㈱ 山本仁一邸新築工事 甲府市丸の内１丁目 BFK工法杭工事 杭工事

2004/10/14 民間 井口工業㈱ トータルカーセンターＫＹＯＥＩ新築工事 南アルプス市上諏訪字宮東 KMN工法杭工事 杭工事

2004/10/18 増穂町 大森建設㈱ 仙洞田配水池築造工事 南巨摩郡増穂町高下 セメントミルク工法杭工事 杭工事

2004/10/24 東京消防庁 旭化成建材㈱ 小平市消防署小川出張所 東京都小平市 RODEX工法杭工事 杭工事

2004/11/6 民間 三枡建設㈱ 南甲府警察署右左口駐在所 東八代郡中道町右左口 セメントミルク工法杭工事 杭工事

2004/11/15 民間 ㈱トーヨーアサノ コジマ電機甲府バイパス店新築工事 甲府市中小河原町 KMN工法杭工事 杭工事

2004/11/26 ㈱塩沢建設 荊沢芦原線橋梁下部工事 南アルプス市荊沢 中掘最終打撃工法杭工事 杭工事

2004/11/26 民間 芙蓉建設㈱ 長坂レンタカー賃貸マンション新築工事 北杜市内 KMN工法杭工事 杭工事

2004/11/30 民間 大成建設㈱ 特養老人ﾎｰﾑ・らくえん建設工事 中巨摩郡玉穂町極楽寺 RODEX工法杭工事 杭工事

2004/12/1 （学）東海大学 栄進道路㈱ 東海大学附属甲府高等学校防球ネット工事 甲府市金竹町 中掘最終打撃工法杭工事 杭工事

2004/12/5 民間 ㈱樋川建設 東京エレクトロン･ロジスティックセンター成田２号棟 千葉県山武郡横芝町長山台 KMN工法杭工事 杭工事

2004/12/10 民間 ㈱穴吹工務店 サーパス青沼２丁目新築工事 甲府市青沼２丁目 MEGATOP工法杭工事 杭工事

2005/1/15 民間 国際建設㈱ 神宮寺邸新築工事 甲府市北口２丁目 BFK工法杭工事 杭工事

2005/1/21 民間 清水建設㈱ セリエⅢスロット棟新築工事 甲府市桜井町字宮ノ前 RODEX工法杭工事 杭工事



２００４年度工事経歴

☆杭工事 No.2

年／月 発注 元請 現場名 場所 工事内容 工種

2005/1/26 民間 進藤建設㈱ 三洋機工㈱組立工場新築工事 南アルプス市下高砂 EAZET工法杭工事 杭工事

2005/2/1 山梨県 藤和建設㈱ 集落道第１号道路工事 西八代郡市川大門町下大鳥居 プレボーリング工法杭工事 杭工事

2005/2/1 山梨県 昭和建設㈱ 東山東部地区窪の沢橋梁A2橋台 塩山市中萩原 オールケーシング場所打杭工事 杭工事

2005/2/7 南アルプス市 ㈱塩沢建設 堰野川橋下部工事 南アルプス市落合 オールケーシング場所打杭工事 杭工事

2005/2/10 （学）山梨学院 清水建設㈱ 山梨学院ゲストパーク 甲府市酒折 EAZET工法杭工事 杭工事

2005/2/15 民間 清水建設㈱ 東横イン甲府駅前ビル新築工事 甲府市丸の内２丁目 MEGATOP工法杭工事 杭工事

2005/2/15 民間 清水建設㈱ 東横イン甲府駅前ビル立体駐車場新築工事 甲府市丸の内２丁目 KMN工法杭工事 杭工事

2005/3/22 民間 井口工業㈱ 比田井秀次様邸新築工事 中巨摩郡玉穂町 セミパイル工法杭工事 杭工事

2005/3/28 民間 北清建設㈱ 寺田ニット工場新築工事 西八代郡市川大門町 MEGATOP工法杭工事 杭工事


