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施工年月 件名 施主 設計 施工 構造 施工法 本数 場所
杭径 杭長（ｍ） （ＳＥＴ）

1 Ｈ１５．８月 東京多目的物流センター ㈱上組 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ Ｓ造５階建て IB φ400 43.0 189 東京都
および東京コンテナターミナル 倉庫 ～ 江東区

建設工事 φ1200 中央防波堤内
2 Ｈ１５．１０月 東急ストアー東扇島 ㈱東急ストア ㈱東急設計 東急建設㈱ Ｓ造５階建て IB φ600 46.0 102 神奈川県

流通センターＤＣ棟 コンサルタント 倉庫 ～ 川崎市
新築工事 φ1100 東扇島内

3 Ｈ１５．１０月 三洋電機Ｅ棟新築工事 三洋電機㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 Ｓ造５階建て IB φ800 44.5 78 徳島県
工場 ～ 板野郡

φ1200 松茂町豊久
4 Ｈ１５．１０月 伊東マンションＶ新築工事 (個人） スターツ㈱ スターツ㈱ ＲＣ造１０階建て IB φ1000 51.1 19 東京都

共同住宅 φ1100 11 江戸川区
中央

5 Ｈ１５．１１月 新砂流通センター新築工事 日立 大和ハウス 大和ハウス Ｓ造５階建て IB φ800 51.5 52 東京都
キャピタル㈱ 工業㈱ 工業㈱ 倉庫 φ900 15 江東区

新砂
6 Ｈ１６．１月 日本通運㈱平井支店新倉庫 日本通運㈱ 日通不動産㈱ 清水建設㈱ SRC造5階建て IB φ1100 56.5 12 東京都

新築工事 倉庫 φ1200 40 江戸川区
平井

7 Ｈ１６．１月 千葉市総合スポーツ公園 千葉市 ㈱日本設計 清水建設・ Ｓ造 IB φ600 11.0 99 千葉県
大林組他ＪＶ スタジアム ～ 千葉市

φ850 中央区
8 Ｈ１６．２月 中防灰溶融施設建設工事 ㈱類設計室 三菱重工・銭高 S,SRC,RC造 IB φ800 54.0 444 東京都

・池田建設ＪＶ B1-8F ～ 江東区
設備基礎 φ1200 中央防波堤内

9 Ｈ１６．２月 千葉港運　浦安第３倉庫 千葉港運倉庫㈱ 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ Ｓ造５階建て IB φ800 66.0 18 千葉県
倉庫 φ900 10 浦安市

φ1200 16 千鳥町
10 Ｈ１６．２月 新木場パークロジスティック ｵﾘｯｸｽ㈱ 三井住友建設 三井住友建設 SRC造6階建て IB φ1000 61.0 8 東京都

センター 倉庫 φ1100 14 江東区
φ1200 35 新木場

11 Ｈ１６．２月 (仮称)サカモト物流(株)物流センター新築工事 酒本物流㈱ 松永建設㈱ 松永建設㈱ IB φ800 45.0 6 埼玉県
倉庫 φ900 14 庄和町

φ1000 64
12 Ｈ１６．３月 神戸ポートアイランド ㈱上組 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ IB φ600 兵庫県

上組倉庫２期 倉庫 ～ 51.5 108 神戸市
φ1000

13 Ｈ１６．４月 築地３丁目計画 三井不動産㈱ ㈱銭高組 ㈱銭高組 SRC造　B1-14F IB φ600 23.5 2 東京都
（ハウスコート築地） 共同住宅 φ1200 48 中央区

築地
14 Ｈ１６．４月 ㈱二葉　大黒第二冷凍物流センター ㈱二葉 清水建設㈱ 清水建設㈱ SRC造５F建て IB φ600 68.0 76 神奈川県

倉庫 ～ 横浜市
φ1200 鶴見区大黒埠頭

形状寸法（ｍｍ）

東京二十三区清
掃一部事務組合
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15 Ｈ１６．４月 新浦安某工事 某社 大成建設㈱ 大成建設㈱ S造(特殊施設） IB φ500 33～ 千葉県
～ 50.0 103 浦安市

φ1000
16 Ｈ１６．５月 （仮称）Dプロジェクト　浦安A棟 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 大和ハウス 大和ハウス IB φ900 71.7 117 千葉県

工業㈱ 工業㈱ 倉庫 ～ 浦安市
φ1200 千鳥町

17 Ｈ１６．６月 信濃運輸㈱葛西ＦＣｾﾝﾀｰ建設工事 信濃運輸㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ Ｓ造６Ｆ建て IB φ800 60.5 24 東京都
倉庫 ～ 江戸川区

φ1000 葛西
18 Ｈ１６．６月 （仮称）Dプロジェクト　浦安B棟 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 大和ハウス 大和ハウス IB φ800 70.5 99 千葉県

工業㈱ 工業㈱ 倉庫 ～ 浦安市
φ1200 千鳥町

19 Ｈ１６．８月 （仮称）芝浦アイランド南地区新築工事 三井不動産㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ Ｓ造 IB φ600 14.0 58 東京都
駐車場棟 駐車場 ～ ～ 港区

φ1100 16.0 芝浦
20 Ｈ１６．１０月 （仮称）木造町立第二小学校新築工事 青森県木造町役場 川島隆太郎建築設計㈱ 東急建設㈱ IB φ500 48.0 50 青森県

（官需） 三上構造設計㈱（構造） 公立学校 φ600 ～ 47 西津軽郡
φ700 50.0 4 木造町

21 Ｈ１６．１０月 国分㈱八潮流通センター計画 国分㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ Ｓ造４階建て IB φ600 45.6 27 埼玉県
倉庫 φ800 45.6 64 八潮市

φ900 45.6 13
22 Ｈ１６．１１月 市川塩浜センター新築工事 某社 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ Ｓ造４階建て IB φ900 37.0 208 千葉県

倉庫 φ1000 ～ 市川市
(延床62,338m2） φ1100 40.0 塩浜

23 Ｈ１６．１２月 浦安千鳥町物流倉庫（日東倉庫） 日東倉庫㈱ 松田平田㈱ 三井住友建設㈱ IB φ800 71.6 104 千葉県
倉庫 ～ 浦安市

φ1200 千鳥町
24 Ｈ１６．１２月 (仮称）嘉悦学園有明キャンパス新築工事 (学）嘉悦学園 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ ＲＣ造　B1-5F IB φ800 62.0 85 東京都

（かえつ有明中学校・かえつ有明高等学校 ） 私立学校 ～ ～ 江東区
φ1200 66.0 有明

25 Ｈ１７．２月 (仮称）大黒安田倉庫増築工事 安田倉庫㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ IB φ1000 45.0 28 神奈川県
倉庫 φ1200 53.0 横浜市

鶴見区大黒埠頭
26 Ｈ１７．２月 京葉ガス㈱ ㈱日立ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｲｽ㈱日立ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｲｽ 設備基礎 PB φ400 31.0 30 千葉県

φ600 ～ 48 習志野市
33.0 茜浜

27 Ｈ１７．２月 (仮称）イケア船橋店新築工事 イケア日本株式会社 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ Ｓ造５階建て PB φ500 10.0 千葉県
商業施設 ～ ～ 747 船橋市

φ900 24.0 浜町

28 Ｈ１７．４月 （仮称）木造町立第二小学校屋内体育館 青森県木造町役場 RAB開発㈱ 東急建設㈱ IB 青森県
新築工事 （官需） 公立学校 φ500 46.0 26 西津軽郡

木造町

天然ガス受入設備建設工事
　習志野ｶﾞﾊﾞﾅｽﾃｰｼｮﾝ
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29 Ｈ１７．４月 (仮称）理研ビタミン株式会社 理研ビタミン㈱ 日東みらい建設㈱日東みらい建設㈱ PB φ500 11.0 10 千葉県
千葉工場第七工場増築工事 工場 φ600 11.0 7 千葉市

30 Ｈ１７．４月 (仮称）新砂物流センター新築工事 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 倉庫 IB φ800 45.0 205 東京都
（ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽﾊﾟｰｸ東京Ⅱ） 杭頭免震 ～ 57.0 江東区

φ1200 新砂
31 Ｈ１７．５月 戸田中央総合病院整備計画 （医）東光会 清水建設㈱ 清水建設㈱ IB φ900 41.0 2 埼玉県

病院 杭頭免震 ～ 41.5 51 戸田市
φ1100

32 Ｈ１７．５月 千葉港運　浦安第４倉庫 千葉港運倉庫㈱ ㈱SIN建築 坪井工業㈱ Ｓ造５階建て IB φ800 51.0 55 千葉県
事務所 倉庫 φ1000 浦安市

φ1200 千鳥町
33 Ｈ１７．５月 フジテレビ・臨海副都心スタジオ建設工事 ㈱フジテレビジョン 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ S,SRC,RC造 IB φ1000 31.0 134 東京都

B1-7F φ1100 31.0 207 江東区
スタジオ φ1200 31.0 65 有明

34 Ｈ１７．５月 KDDI小山第三ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ局舎（仮称） KDDI㈱ 松田平田設計㈱ ㈱熊谷組 RC造　２F IB φ800 40.0 79 栃木県
新築工事 通信施設 ～ 小山市

φ1200
35 Ｈ１７．８月 (仮称）新別館ビル新築工事 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ PB φ800～ 14.0 81 東京都

新築工事 オフィスビル (一部拡頭） φ1200 ～ 港区
φ1500（拡頭） 18.5 赤坂

36 Ｈ１７．９月 （仮称）サンクレイドル岩槻新築工事 ㈱アーネストワン 望設計㈱ 井上工業㈱ RC造　５F PB φ400 10.0 30 埼玉県
（サンクレイドルさいたま岩槻アヴァンツァー 共同住宅 ～ さいたま市

φ800
37 Ｈ１７．９月 （仮称）明星大学日野ｷｬﾝﾊﾟｽ教育研究棟 (学）明星学苑 清水建設㈱ 清水建設㈱ 学校 PB φ1000 8.5 82 東京都

新築工事 RC造　１B-19F 半固定 ～ 日野市
10.5

38 H17.10月 日本通運㈱ 日通不動産㈱ 清水建設㈱ RC造　5F PB φ800 37.8 52 千葉県
倉庫 (一部拡頭） φ1000 ～ 市川市

φ1500（拡頭） 40.1 原木
39 H17.10月 昭和電工㈱HD事業部/千葉　E棟建設工事 昭和電工㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 倉庫 PB φ500 28.1 55 千葉県

S造７F ～ ～ 市原市
φ1100 29.3

40 H17.11月 センコー㈱浦和PDセンター改築工事 センコー㈱ 釣谷建築事務所㈱ 積水・淺沼JV S,RC造　５F PB φ900 40.5 132 埼玉県
倉庫 杭頭免震 ～ ～ さいたま市

φ1200 44.5
41 H18.1月 （仮称）プロロジスパ－ク尼崎 プロロジス ㈱フジタ ㈱フジタ 倉庫 PB φ900～ 18.5 264 兵庫県

(一部拡頭） φ1200 ～ 尼崎市
φ1500（拡頭） 21.0

42 H18.1月 水戸線下館・新治間小貝川B 東日本旅客鉄道 鉄建・竹中土木JV 鉄道橋梁基礎 拡頭 φ700～ 28.2 29 茨城県
φ900 ～ 下館市

φ1000-1200（拡頭） 37.2

日本通運㈱東京航空支店原木F棟新倉庫
新築工事（原木インターナショナルロジス

ティクスタウンBLDG-1）

RC造、免震構
造、地上7階建、
塔屋1階

RC造（一部鉄骨
造）、地上5階建
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43 H17.12月 (仮称）西船3丁目新築工事 三井不動産㈱ 三井住友建設㈱ 三井住友建設㈱ RC造　１４F PB φ600 32.2 56 千葉県
（プレアガーデン） 共同住宅 J-ﾌﾚｯｸｽ ～ ～ 船橋市

（半剛結杭頭） φ1200 33.2 西船
44 H17.12月 （仮称）ホテルモントレ赤坂新築工事 ホテルモントレ㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ ホテル PB φ600 8.0 25 東京都

～ ～ 港区
φ1000 18.0 赤坂

45 H17.12月 警視庁臨港警察署(仮称）庁舎(H17）新築工 警視庁 鹿島建設㈱ 鹿島・東亜・土屋JV SRC造　B1-9F IB φ900～1200 31.0 75 東京都
公共施設 拡頭（PB) φ1600（拡頭） ～ 江東区

併用 φ1800（拡頭） 37.4 有明
46 H17.12月 （仮称）ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨ-鶴見ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ- ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨｰ㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 商業施設 PB （拡頭） 26.0 338 大阪府

新築工事 (一部拡頭） φ900～1100 ～ 大阪市
φ500～800 37.0 鶴見区

47 H17.12月 専修大学生田10号館新築工事 (学）専修大学 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ PB φ600 14.0 117 神奈川県
学校 ～ ～ 川崎市

φ1200 21.0
48 H18.１月 安田倉庫㈱ 大成建設㈱ 大成建設㈱ S,SRC造　７F PB φ800 19.5 35 神奈川県

倉庫 ～ ～ 川崎市
φ1200 22.0 守屋町

49 H18.2月 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 倉庫 IB φ1200 34.7 272 埼玉県
J-ﾌﾚｯｸｽ ～ 杉戸町

（半剛結杭頭） 44.7
50 H18.2月 日本郵政公社 日建設計㈱ 鹿島建設㈱ 公共施設 IB Φ900 31.8 130 埼玉県

～ ～ 越谷市
φ1000 33.7

51 H18.4月 (仮称）プロロジスパークセントレア ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 倉庫 PB φ900 35.0 201 愛知県

～ ～ 常滑市

φ1200 41.0 セントレア

52 H18.4月 (学）自治医科大学 清水・東急JV 病院 IB φ600 39.0 59 埼玉県

杭頭免震 ～ ～ さいたま市

φ1200 40.5 大宮区

53 H18.4月 ヤマト運輸株式会社 ヤマト運輸㈱ ㈱フジタ ㈱フジタ 倉庫 PB φ800 20.0 170 神奈川県
(仮称）神奈川物流ターミナル ～ ～ 横浜市

φ1200 32.3 鶴見区安善町

54 H18.5月 JFEスチール知多地区新寮建設工事 JFEライフ㈱ JFE設計㈱ 前田建設工業㈱ 共同住宅 PB φ339.7 21.5 93 愛知県

～ 武豊町

φ660.4

55 H18.5月 ＪＦＥスチール㈱ ㈱久米設計 ＪＦＥシビル㈱ 共同住宅 PB φ600 72 岡山県

～ 25.0 倉敷市

φ800

56 H18.5月 (仮称）日本通運㈱大阪支店中島工業団地
新倉庫

日本通運㈱ 日通不動産㈱ 鹿島建設㈱ 倉庫 IB φ800 56.0 206 大阪府
新築工事 ～ ～ 大阪市

φ1200 57.2 西淀川区

RC造、免震構
造、地上5階建

自治医科大学附属大宮医療センター
病棟増築等工事

㈱伊藤喜三郎
建築研究所

柱：RC造　梁：S
造　地上5階建

新越谷郵便局(仮称）新築工事

ＪＦＥスチール　倉敷新寮計画

(仮称）安田倉庫㈱守屋町営業所D号ビル
新築工事

(仮称）プロロジスパーク杉戸Ⅱプロジェクト
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57 H18.6月 サーパス・サンロード ㈱穴吹工務店 ㈱穴吹エンジニア ㈱穴吹工務店 共同住宅 PB φ500 19.5 31 鳥取県

リング ～ ～ 鳥取市

φ1200 20.5

58 H18.6月 (仮称）東名IC横浜倉庫計画 清水建設㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 倉庫 IB φ1000 14.7 85 神奈川県

J-ﾌﾚｯｸｽ ～ 横浜市

（半剛結杭頭） 16.8 瀬谷区

59 H18.6月 (仮称）共同通信社　研修・交流センター (社）共同通信社 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ ｵﾌｨｽビル PB Φ700 22.0 44 東京都
新築工事 ～ ～ 中央区

Φ1100 24.5

60 H18.6月 (仮称）大阪南港ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｾﾝﾀ- ㈱日本レップ JFEシビル㈱ JFEシビル㈱ 倉庫 IB φ600 33.0 360 大阪府
(J-REPロジステーション大阪南港） 鉄骨造４階建 ～ ～ 大阪市

φ1200 37.5 住之江区

61 H18.７月 青森市立新城小学校校舎改築工事 青森市建築営繕課 ㈱奥村工務店 公立学校 PB φ600 26.5 91 青森県

（官需） ～ ～ 青森市

φ800 33.0

62 H18.8月 タカラスタンダード㈱ 清水建設㈱ 清水建設㈱ S造　５F PB φ900 15.0 76 茨城県

倉庫 神栖市

63 H18.9月 三菱地所㈱ 三菱地所設計㈱ 鹿島建設㈱ 共同住宅 IB Φ900 12.7 45 東京都

～ ～ 渋谷区

Φ1200 24.0 広尾

64 H18.10月 佐藤製薬㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 工場 IB Φ500 25.0 18 千葉県

φ800 6 君津市

65 H18.10月 ㈱上組 五洋建設㈱ 五洋建設㈱ 倉庫 IB Φ800 32.5 32 兵庫県

～ 神戸市

Φ1200 東灘区

66 H18.10月 日本出版販売㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ S造　６F IB Φ600 25.5 65 東京都

倉庫 ～ ～ 北区

Φ1200 27.2 王子

67 H19.2月 東京都港湾局 ㈱新建設計 ㈱ｲｽﾞﾐ・ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ S造　６F IB Φ1100 55.5 8 東京都

港湾整備部 鉄塔基礎 江東区

施設建設課 若洲

68 H19.2月 ㈱日本水工設計 ㈱日興 設備基礎 PB Φ600 36.0 24 広島県

～ 広島市
Φ900 南区

69 H19.4月 キヤノン㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ S造　B1-5F IB Φ800 38.5 75 神奈川県

研究所 ～ ～ 川崎市

Φ1200 42.5 川崎区

70 H19.5月 ㈱荏原製作所 清水建設㈱ 清水建設㈱ ｵﾌｨｽビル IB φ1200 38.0 37 東京都

半固定 ～ 大田区

45.0 羽田

(株)川島隆太郎
建築事務所

(仮称）佐藤製薬㈱かずさアカデミア工場
2期工事

日本出版販売(㈱王子物流センター増築計
画

(仮称）キヤノン柳町プロジェクト新築工事
（Ｌ－１棟）

日本赤十字社広尾地区再建整備計画
分譲マンション新築工事

（仮称）荏原製作所羽田事務棟建設工事

平成18年度　15号地信号所南棟新築工事

東部浄化センター汚泥消化設備
熱交換器棟建築工事

(財）広島県下水道
公社

（仮称）タカラスタンダード㈱鹿島商品セン
ター

増築工事

株式会社　上組　神戸支店　住吉物流ｾﾝﾀｰ
3号棟新築工事

5 ページ



ＳuperＫＩＮＧ工法施工実績 2009/9/3
ＪＦＥスチール㈱

施工年月 件名 施主 設計 施工 構造 施工法 本数 場所
杭径 杭長（ｍ） （ＳＥＴ）
形状寸法（ｍｍ）

71 H19.7月 ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 倉庫 IB φ1200 43.0 160 千葉県

～ 市川市

44.0 塩浜

72 H19.7月 日本カニゼン㈱ 坪井工業㈱ 坪井工業㈱ 倉庫 IB φ1200 43.0 44 東京都

～ 江東区

44.0 枝川

73 H19.8月 日本出版販売㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 車路基礎 PB φ400 26.0 12 東京都

～ 北区

φ600 王子

74 H19.9月 学校法人甲南学園 日本設計 鹿島建設㈱ 学校 IB φ900 11.0 32 兵庫県

φ1000 西宮市

φ1100

75 H20.1月 日本出版販売㈱ 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 倉庫 PB φ1000 25.5 17 東京都

φ1100 ～ 北区
φ1200 27.0 王子

76 H20.5月 某施主 某社JV 某社JV 特殊施設 PB φ1500 20.0 124 東京都

S造　B3-12F (一部拡頭） φ1200 ～ 千代田区

φ1000 16.0 永田町

77 H20.8月 日本赤十字社 ㈱梓設計 ㈱錢高組 医療施設 IB φ600 39.5 35 千葉県

S造　6F φ700 ～ 千葉市中央区
φ800 41.5 新港

累　　計 8,172

S造、RC造 他、
地上5階建

甲南大学西宮キャンパス新築工事

日本出版販売(㈱王子物流センター増築工
事

2号館3期工事

日本出版販売(㈱王子物流センター増築工
事（スロープ部）

（仮称）プロロジスパーク市川Ⅰ新築工事

日本カニゼン枝川倉庫建設工事

千葉県赤十字会館建設工事（本館)

永田町某工事
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