
㈱種瀬組

施　工　時　期 元　請 工　事　名 工　種 使用機械

平成22年11月～平成24年2月 ㈱不動テトラ 平成22年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁（P9～P11）下部工事
鋼管矢板打設
仮桟橋設置

DH800・SCX800HD
TK750 ･ GR-600N

平成24年2月 ㈱ピーエス三菱 中部エコテクノロジー（株）第二工場建屋新築工事 鋼矢板打設 TK750

平成24年2月 名工建設㈱ 井戸川橋梁仮復旧工事 H鋼打設 GR-600N

平成24年2月・10月 五洋建設㈱ 新日鐵東海元浜ふ頭北公有水面埋立岸壁護岸工事 鋼管矢板打設 TK750・DH658-135M

平成24年3月～4月 五建工業㈱ 都計3・4・202船見町線街路築造工事 相番作業 DH658-135M

平成24年3月～5月 若築建設㈱ 11紀勢線赤羽川橋下部 鋼管矢板打設 SCX800HD・TK750

平成24年4月～5月 日本道路㈱ 都計3・2・42大津町線東改築工事（取付道工その2）及び中央分離矢板施工 コンクリート矢板打設 DH658-135M

平成24年5月～11月
平成25年1月

みらい建設工業㈱ 平成23年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁（P12）下部工事 クレーン作業 DH800・TK750

平成24年10月～12月 ㈱松本組 平成23年度　雲出古川稲葉高潮堤防工事
矢板工・根固めブロック
捨石撤去

種瀬組5号
(DH658-135M)

平成24年11月～平成25年1月 ㈱ピーエス三菱 H型PC杭のガイド部変更に伴う施工の確認試験工事 H型PC杭圧入 DH800・DH658-135M

平成24年11月～平成25年3月 ㈱大林組 日光川水閘門改築工事 鋼管杭打設
種瀬組10号
(SCX800HD)

平成25年1月 大成建設㈱ ETBE受入関連設備工事 鋼管杭打設
種瀬組5号
(DH658-135M)

平成25年1月～2月 徳倉建設㈱ 弥富ふ頭第1貯木場南側埋立護岸築造工事
鋼管杭打設
H鋼杭打設

種瀬組5号・DH658

平成25年2月 ㈱鴻池組 舞鶴若狭自動車道美浜工事
仮桟橋工
仮締切・鋼矢板打設 TK750

平成25年3月～ 若築建設㈱ 稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事（その3）
箱型鋼矢板打設
仮設鋼矢板打設引抜

種瀬組10号(SCX800)
TK750

平成25年4月・6月 鈴中工業㈱ 稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事（その2）
鋼管矢板打設
鋼矢板打設

種瀬組10号・SCX800

平成25年4月～
平成26年3月・10月～12月

五洋建設㈱ 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁（P13）下部工 仮桟橋工
DH658-135M・TK750
DH800

平成25年6月 西松建設㈱ 東京製鐵（株）田原工場補修工事（還元スラグ処理場他） H鋼打設 GR-600N

陸上　工事経歴書



施　工　時　期 元　請 工　事　名 工　種 使用機械

平成25年7月 ㈱関電工 秋田港ウィンドファーム建設工事
鋼管杭打設

7200FS

平成25年7月～9月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（24松重その5） 仮桟橋工・鋼矢板工 SCX800HD・GR-600N

平成25年8月～10月 五洋JV 稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事（その4） 箱型鋼矢板 種瀬組10号・DH800

平成25年9月～11月 ㈱小澤組 二級河川　鵜住居川鵜住居地区河川災害復旧（23災県647号）仮締切1工事 鋼矢板打設 DH658-135M

平成25年9月 ㈱ピーエス三菱 平成24年度東海環状東員高架橋PC上部工事 H鋼杭打設 GR-600N

平成25年10月～11月 ㈱小島組 稲永ふ頭廃棄物埋立護岸（その5） 先行掘削・鋼管矢板打設 DH800

平成25年11月～12月 五洋建設㈱ 大洋海運8号地桟橋撤去工事
ｺﾝｸﾘｰﾄ杭引抜
松杭引抜

種瀬組10号
(DH658-135M)

平成25年12月～
平成26年2月・4月～5月

名工建設㈱ 正江橋（仮称）築造工事（下部工）
仮桟橋工
土留・仮締切工

DH800・DH658-135M

平成25年12月 ㈱森組 平成24年度　紀勢線上里下部工事 鋼矢板打設 TK750

平成25年12月～平成26年7月 みらい建設工業㈱ 稲永ふ頭廃棄物埋立護岸築造工事（その6）（その8）
箱型鋼矢板打設
鋼管矢板打設

TK750

平成26年2月～3月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（24松重その5） 仮桟橋工・鋼矢板工 DH800

平成26年4月～7月 ㈱ピーエス三菱 平成25年度建整道新補第8号浜田長岡線道路改良（橋梁・擁壁）工事 H型PC杭圧入
BM1000G
DH658-135M

平成26年4月～5月 若築建設㈱ 13中電西火力深層取水設備他工事 鋼管杭打設
DH658-135M
GR-600N

平成26年7月～9月 あおみ建設㈱ 平成26年度津松阪港津地区（栗真町屋）2工区堤防（改良）本体および防護矢板設置工事
鋼矢板打設
腹起し設置

DH800・DH658-135M
SCX800

平成26年9月～11月 ㈱大林組 H26年度飛島大橋左岸下部工事 鋼管矢板打設 7200FS

平成26年9月 東亜建設工業㈱ 7号地岸壁500ｔクレーン用仮設構台設置撤去工事 仮桟橋工 DH658-135M

平成26年9月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（26洲崎） 仮桟橋工 TK750

平成26年10月 ドーピー建設工業㈱ 新名神高速道路　四日市ジャンクションBランプ橋他5橋（PC上部工）工事 H鋼打設 DH800

平成26年10月～
平成27年6月・9月～12月

名工建設㈱
市道高速1号名古屋西JCT工区下部工事及び名古屋第二環状自動車道
名古屋西ジャンクションＦランプ橋（下部工）工事

仮桟橋工
BM1000G・GR-600N
BM800G



施　工　時　期 元　請 工　事　名 工　種 使用機械

平成26年10月～
平成27年2月・4月～5月

名工建設㈱ 正江橋（仮称）築造工事（下部工）その2
仮桟橋工
仮締切・鋼矢板打設

SCX800HD・DH658-135M
DH800(種瀬組5号)

平成26年10月～11月 鹿島建設㈱ 豊田自動織機　東知多工場護岸補修工事
鋼矢板打設
H鋼杭打設

DH658

平成26年12月～平成27年3月 みらい建設工業㈱ 平成26年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁（P27～P29）基礎工事 鋼管矢板打設工 7200FS

平成27年3月～4月 松岡JV 北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期建設事業護岸工事（その2）
鋼矢板工
鋼管矢板工

DH800・BM1000G

平成27年5月 日本海工㈱ 塩分観測塔撤去工事
構造物撤去
鋼管杭引抜

種瀬組10号・BM1000G

平成27年6月～7月 鹿島建設㈱ 東邦ガス（株）港明工場護岸工事 鋼矢板打設 BM800G

平成27年7月～9月 名工建設㈱ 名古屋第二環状自動車道　飛島ジャンクションCランプ橋他4橋（下部工）工事 仮桟橋工 BM1000G

平成27年7月・9月
平成28年1月～3月

五洋建設㈱ 平成27年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁（P14～P16）下部工事
仮桟橋工
鋼管矢板切断撤去

GR-600N・BM800G

平成27年8月・10月～11月 日本海工㈱ 平成27年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁（P51～P52）下部工事 鋼管杭打設
BM1000G・GR-600N
BM800G

平成27年11月～平成28年1月 ㈱大林組 平成26年度　1号伊勢大橋揖斐川下部工事
鋼管矢板打設

7200FS・7200G

平成27年11月～平成28年5月 名工建設㈱ 正江橋（仮称）築造工事（下部工）その3 仮桟橋工 BM1000G・GR-600N

平成28年1月～2月・9月
名工建設㈱ 名古屋第二環状自動車道　飛島ジャンクションCランプ橋他4橋（下部工）工事 仮桟橋工 BM1000G・BM800G

平成28年2月 東浦土建㈱ 海岸堤防等耐震対策緊急工事 鋼矢板打設 BM1000G

平成28年2月～3月 あおみ建設㈱ 平成27年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹線）橋梁（P27～P29）下部工事 鋼管矢板切断・撤去 BM1000G・GR-600N

平成28年4月～8月 大豊建設㈱ 露橋水処理センター築造工事に伴う護岸工事
仮設水管橋設置
仮設橋撤去

DH658-135M

平成28年7月 佐藤工業㈱ 西名古屋火力発電所7号系列　冷却水取水設備他工事 二重締切撤去 BM800G

平成28年8月～10月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（28松重その2）
仮桟橋工
鋼矢板工

TK750・BM1000G

平成28年9月～12月 ㈱大林組 平成26年度　1号伊勢大橋揖斐川下部工事
鋼管矢板打設

種瀬組5号・10号
BM1000G・7200G

平成28年10月～12月 名工建設㈱ 正江橋（仮称）築造工事（下部工）その4 仮桟橋工 BM1000G



施　工　時　期 元　請 工　事　名 工　種 使用機械

平成28年10月 高砂建設㈱ 伊勢湾マリーナ係留杭撤去工事 鋼管杭引抜 種瀬組10号・BM1000G

平成28年11月 東亜建設工業㈱ 平成28年度名古屋港金城ふ頭岸壁（-12ｍ）改良工事 緩衝孔・控鋼管杭打設 BM1000G

平成28年12月 ㈱不動テトラ 運河橋改築工事（旧橋撤去工及び下部工）
鋼管杭引抜
H鋼杭打設

TK750

平成29年1月～4月 名工建設㈱ 正江橋（仮称）築造工事（下部工）（その4） 仮桟橋工 BM1000G・GR-600N

平成29年2月～3月 大成建設㈱ 東芝四日市工場新製造棟用造成工事 土留め杭撤去 TK750

平成29年3月～4月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（28松重その2）
仮桟橋工
鋼矢板工

BM1000G-2

平成29年4月～6月
平成29年10～11月

名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（28松重その4） 仮桟橋工・鋼矢板工 GR-600N・TK750

平成29年6月～8月・10月 大豊建設㈱ 露橋水処理センター築造工事に伴う護岸工事 仮設鋼矢板工 DH658-135M

平成29年7月 若築建設㈱ 16名港金城ふ頭-12ｍ改良工事
鋼管矢板打設
鋼管杭打設

BM1000G

平成29年7月 名工建設㈱ 名古屋第二環状自動車道飛島Cランプ橋他4橋(下部工）工事 仮桟橋撤去 BM-1000G-2

平成29年8月～10月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（29松重） 仮桟橋工・鋼矢板工 BM1000G-2

平成29年8月～9月 ㈱シーテック 碧南火力（発）石炭コンベアBC9B-1設置の内鋼管杭打設工事（打撃工法） 鋼管杭打設 TK750・DH658-135M

平成29年10月～平成30年1月 MMB・川田・宮地JV 飛島ジャンクションCランプ橋他3橋（鋼上部工）工事 仮桟橋工 7200G

平成29年11月 鈴与建設㈱ 平成29年度清水港新興津緑地仮設鋼矢板工事 鋼矢板打設 種瀬組10号・BM1000G

平成29年11月 ㈱不動テトラ 広域河川堀川改修工事（29洲崎その2） 仮桟橋工 TK750

平成30年1月～2月・7月 五洋建設㈱ 新日鐵住金(株)6号アンローダー更新土建工事
土砂・捨石撤去復旧
鋼管杭打設

BM1000G-2

平成30年1月～4月 ㈱不動テトラ 正江橋（仮称）築造工事（護岸工） 矢板護岸工 種瀬組5号・BM800G

平成30年2月～6月 中部土木㈱ 道路改良工事（交付金） H型PC杭圧入 BM1000G・DH658

平成30年2月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（28松重その4） 仮桟橋工・鋼矢板工 TK750



施　工　時　期 元　請 工　事　名 工　種 使用機械

平成30年3月～4月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（29松重） 仮桟橋工・鋼矢板工 BM1000G-2

平成30年5月～6月・12月 大豊・中日JV 露橋水処理センター構内整備工事（護岸工その2） H鋼杭・鋼矢板打設工 TK750

平成30年5月・7月～8月 ㈱大林組 川越公共運河護岸他改良工事
H鋼打設
組立相番作業

BM1000G

平成30年6月 ㈱加藤建設 善太排水機場 相番作業 TK750

平成30年6月～7月 ㈱土屋建設
平成29年度国補魚-2
水産物供給基盤機能保全事業下御糸漁港航路浚渫工事その2

締切矢板工・クレーン作業 種瀬組5号・BM800G

平成30年9月 MMB・川田・宮地JV 飛島ジャンクションCランプ橋他3橋（鋼上部工）工事 仮桟橋工 BM1000G

平成30年10月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（30洲崎） 仮桟橋工・鋼矢板工 TK750

平成30年10月～12月 名工建設㈱ 正江橋（仮称）築造工事（下部工）（その7） 仮桟橋工
DH658・BM800G・
BM1000G-2(種瀬組5号)

平成30年11月～12月 若築建設㈱ 昭和四日市石油桟橋新設工事 鋼管杭打設 BM1000G

平成31年1月～2月 若築建設㈱ 平成30年度1号伊勢大橋揖斐川左岸下部工事 鋼管矢板打設 7200G

平成31年2月～4月 水野建設㈱ 岩作改良工事 H型PC杭圧入 BM1000G・DH658

令和元年5月 若築建設㈱ 18号道路隣接構造物・配管橋耐震対策工事 鋼管杭打設 BM1000G-2

令和元年5月 名工建設㈱ 正江橋（仮称）築造工事（下部工）（その7） 仮桟橋工 BM800G・BM1000G-2

令和元年7月～9月 水野建設㈱ 岩作改良工事 H型PC杭圧入 BM1000G・DH658

令和元年7月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（30洲崎） 仮桟橋工 TK750・BM1000

令和元年10月～12月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R1五条橋その2） 仮桟橋工 GR-600N・BM800

令和元年10月～11月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R1洲崎その2）JV 仮桟橋工 BM1000G

令和元年11月～令和2年4月 宇野重工㈱ 正江橋（仮称）築造工事 仮桟橋・ベント杭工
BM1000G
BM800(種瀬組5号)

令和2年1月 東海建設㈱ 中川運河護岸改良その他工事（その4） 相番作業 TK750



施　工　時　期 元　請 工　事　名 工　種 使用機械

令和2年2月 東海建設㈱ 緊急農地防災事業　福原地区排水機場その1 相番作業 TK750

令和2年5月～6月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R1洲崎その2）JV 仮桟橋工 BM1000G-2

令和2年5月・11月～12月 ㈱加藤建設 緊急防災対策河川工事（旧水閘門撤去4号工） 鋼管矢板打設 7200G・BM1000G

令和2年8月～10月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R1松重その3） 仮桟橋工 DH658・GR-600N

令和2年9月～10月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R2洲崎その2） 仮桟橋工 BM1000G-2

令和3年2月～3月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R1松重その3） 仮桟橋工 TK750・GR-600N

令和3年3月～4月 鹿島建設㈱ みなとアクルスⅡ期開発基盤設備工事に係る鋼矢板打設工事 鋼管矢板打設 BM800G

令和3年6月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R2洲崎その2） 仮桟橋工 BM1000G-2

令和3年10月～11月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事（R3五条橋その3） 仮桟橋工 BM-1000G-2

令和3年11月～12月 IHI・横河JV 東海環状自動車道　根尾川橋他2橋（鋼上部工）工事 H鋼杭打設 7200G

令和3年11月～令和4年1月 中部土木㈱ 道路改良工事（交付金）道路改築工事 H型PC杭圧入 BM1000G・DH658

令和3年11月～12月 ㈱加藤建設 中小河川改良工事（防災安全・緊急対策）（新茶屋工区）（環境整備） 相番作業 TK750G

令和3年11月～12月 ㈱大林組 R2　1号伊勢大橋長良川下部工事（その2）（P5鋼管矢板引抜） 鋼管矢板打設 7200FS

令和4年1月～2月 高砂建設㈱ 昌栄橋水管撤去工事（一期） 仮桟橋工・PC杭引抜 BM1000G

令和4年2月・3月・４月 ㈱大林組 令和2年度　１号伊勢大橋長良川右岸下部工事 鋼管矢板打設抜工
(バイブロZERO-160VR・
120KW
発電機　400KVAのみ)

令和4年2月～3月 広域河川扇川・大高川改修工事(R2大高) TK750G

令和4年3月～4月 ㈱山本工務店 道路改良工事（交付金）その1 H型PC杭圧入 BM1000G・DH658

令和4年4月～5月 ㈱IHI・横河JV 東海環状自動車道　根尾川橋他2橋（鋼上部工）工事 H鋼杭打設 7200G

令和4年5月～7月 ㈱山本工務店 道路改良工事（交付金）その2 H型PC杭圧入 BM1000G・DH658



施　工　時　期 元　請 工　事　名 工　種 使用機械

令和4年8月 名工建設㈱ ガーデンふ頭岸壁改良工事(その３) 鋼管杭打設工 BM1000G-2

令和4年8月～9月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事(R3五条橋その６) 仮桟橋工 BM1000G・GR-600N

令和4年9月 ㈱IHI・日本車輌製造㈱JV 伊勢湾岸自動車道名港東大橋耐震補強工事 桟橋設置・撤去工 7200G

令和4年10月～11月 ㈱山本工務店 道路改良工事（交付金）その3 杭圧入工事 BM1000G・DH658

令和4年11月 名工建設㈱ 水分橋改築工事（下部工）及び都計東志賀町線街路築造工事 仮桟橋工 BM1000G

令和4年11月～12月 徳倉建設㈱ ガーデンふ頭岸壁改良工事（その４） 鋼管杭打設工 BM1000G-2

令和4年12月 不動テトラ 広域河川堀川改修工事(R4名城) 鋼矢板圧入工 TK750G

令和4年12月 徳倉建設㈱ 広域河川堀川改修工事(R4名城その2) 相番作業 TK750G

令和4年12月 東亜建設工業㈱ ヤマハマリーナ浜名湖大型クレーン更新工事 鋼管杭打設工 BM1000G-2

令和5年1月 ㈱加藤建設 緊急農地防災事業　狐稲地区　排水路工その７工事 相番作業 TK750G

令和5年1月～2月 名工建設㈱ 広域河川堀川改修工事(R4洲崎その3) 仮桟橋工 GR-600N・TK750G


