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セボ ハードナ２０ 使用実績表１

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

石狩新港湾作業所 道機械開発・道港湾・日本テトラＪＶ 北海道開発局 Ｓ５８～Ｓ６１

岩内港ケーソン製作工事 五洋・松本・熊谷ＪＶ 北海道開発局 〃

川崎市麻生環境センター （株）熊谷組 神奈川県川崎市 〃

石狩湾新港

ケーソン製作その３工事
国土総合・大都・草別ＪＶ 北海道開発局 〃

都立駒込病院医局

仮眠棟建築工事
戸田・山口ＪＶ 東京都 Ｓ６１．１２月

四街道総合公園建築工事 （株）間組 千葉県 Ｓ６３． ２月

幕張メッセ駐車場新築工事 フジタ工業（株） 千葉県 ６月

土浦浄化センター建設工事 株木建設（株） 茨城県土浦市 １０月

福島浄水場建設工事 清水建設（株） 福島県 １２月

松本市宮渕浄化センター 大豊・松本岡谷ＪＶ 長野県松本市 Ｈ １． １月

東京都多摩防災基地建設工事 戸田建設（株） 東京都      ９月

東京港高潮対策建設工事 国土総合建設（株） 東京都      ９月

千葉県東総文化開館新築工事 （株）間 組 千葉県      ９月

建設省北陸地建土捨場雑工事 金多屋建設（株） 建設省      ９月

石巻ケーソンヤード建設工事 五洋建設（株） 運輸省     １０月

長野県下水道局豊田終末処理場 （株）福田組 長野県 Ｈ ２． ３月

東京空港工事事務所 五洋建設（株） 運輸省      ５月

東京空港工事事務所 東亜建設工業（株） 運輸省     １２月

東京消防庁中之島寮新築及び東京都

第二建設事務所港東庁舎改築工事
馬淵・松本ＪＶ 消防庁・東京都 Ｈ ３． ８月

伊豆諸島ケーソン製作工事 国土総合建設（株） 東京都      ８月

伊豆諸島ケーソン製作工事 五洋建設（株） 東京都      ９月

運輸省第一港湾建設局

秋田港ケーソン製作工事
若築建設（株） 運輸省     １０月

運輸省第一港湾建設局秋田港

ケーソン製作工事
東亜建設工業・本間組ＪＶ 運輸省 Ｈ ４． １月

青海ケーソン製作工事 五洋建設（株） 東京都      ５月

東豊田ポンプ場建設工事 地崎・佐田・湘南特定建設工事ＪＶ 神奈川県 Ｈ ５． ４月

鴨川総合福祉センター 清水・富士・三建工業ＪＶ 千葉県鴨川市      ５月



セボ ハードナ２０ 使用実績表２

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

運輸省第二港湾建設局

那珂湊港ケーソン製作工事
若築建設（株） 運輸省 １０月

茨城県那珂湊港ケーソン製作工事 大都工業（株） 茨城県 １１月

運輸省第二港湾建設局

那珂湊港ケーソン製作工事
東洋・りんかい・大本ＪＶ 運輸省 Ｈ ６． ６月

羽田共同溝建設工事 五洋・本間ＪＶ      ６月

運輸省第二港湾建設局

那珂湊港ケーソン製作工事
東亜・東洋・本間ＪＶ 運輸省      ６月

茨城県那珂湊港ケーソン製作工事 株木建設（株） 茨城県      ６月

運輸省港湾建設局鹿島港

岸壁本体工事
東洋建設（株） 運輸省      ９月

宮城県名取市名取堀内ポンプ場

新築工事
住友建設（株） 名取市     １１月

運輸省第二港湾建設局

鹿島港中央防波堤(作)
株木建設（株） 運輸省 Ｈ ７． １月

運輸省第二港湾建設局

鹿島港中央防波堤(作)
若築建設（株） 運輸省      １月

東京都芝浦処理場

送泥ポンプ室建設工事
三井建設（株） 東京都      ８月

京都ターミナル駅新築工事 大鉄工業・大林組ＪＶ     １０月

東京都城南島作業所 三井建設（株） 東京都     １１月

東京ガス川崎シーバース建設工事 東亜・五洋ＪＶ     １２月

美嚢郡吉川作業所（兵庫県） 丸磯建設（株）     １２月

府中市市民斎場新築工事（東京都） 戸田建設（株）     １２月

和田岬作業所（兵庫県） 家島建設（株） Ｈ ８． １月

六ケ所ケーソン製作工事 東亜建設工業（株）      １月

東金自動車道東金西工事（千葉県） 吉川・奥村建設ＪＶ 日本道路公団      １月

和光処理場（埼玉県） 飛島・関口特定工事ＪＶ 埼玉県      １月

浸出水処理施設建設工事（神奈川県） 地崎工業（株） 横浜市      ２月

銚子新大橋建設工事（千葉県） 鹿島建設（株） 千葉県道路公社      ３月

横浜市磯子ポンプ場建設工事 三井・千代田建設ＪＶ 横浜市      ３月

江東清掃工場煙突外筒建設工事 川鉄機材（株） 東京都      ５月

千葉県浦安市クリーンセンター

屎尿処理施設建設工事
栗田工業（株） 浦安市      ５月

葛原配水池新築工事 （株）熊谷組 神奈川県      ６月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

エステスクエア佐倉新築工事 三井建設（株） Ｈ ８． ６月

築地共同溝建設工事 （株）鴻池組      ７月

新潟県護岸ケーソン製作工事

(新潟県港湾事務所)
（株）本間組 新潟県      ７月

岩船工事事務所（新潟県） （株）福田組 新潟県      ７月

玉野台造成工事 住友建設（株）      ８月

大衛作業所（宮城県） 丸磯建設（株）      ８月

東京電力千葉火力土木１工区

建設工事
東亜・五洋ＪＶ      ９月

東京港ケーソン建設工事 五洋建設（株） 東京都      ９月

日吉ダム建設管理事務所内作業所

（京都府）
（株）本間組     １０月

淡路島内作業所 青木建設（株）     １０月

東京港工事芝浦作業所 国土総合建設（株） 東京都     １０月

六甲ポートアイランド

駐車場内作業所（兵庫県）
東洋道路（株）     １０月

桂村作業所 三井建設（株） 茨城県     １１月

松川浄化センター建設工事（新潟県） （株）植木組     １１月

国立柏ガンセンター陽子線治療棟

整備工事
東急建設（株） 厚生省     １１月

日本下水道事業団葉山浄化センター

建設工事
大林・熊谷・竹中土木建設ＪＶ 日本下水道事業団    １２月

虫生岩戸作業所（新潟県） ハザマ・日産建設ＪＶ     １２月

都祀村針造成工事（兵庫県） 青木建設（株）     １２月

平成８年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作工事
ヤマト・東京シティ協建設ＪＶ 東京都 Ｈ ９． １月

平成８年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作工事
日起・国正協建設ＪＶ 東京都      １月

利根中央用水神明建設工事

第２工区(埼玉県)
株木建設（株）      １月

平成８年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作工事
（株）テトラ 東京都      １月

湖西市ゴミ共同処理施設建設工事 大正鉄筋コンクリート（株）      ２月

東京都中央防波堤ケーソン製作工事 五洋建設（株） 東京都      ３月

長良川橋建設工事（岐阜県） 西松建設（株）      ５月

埼玉県大宮排水場建設工事 三井・三ッ和・ユーディケー特別ＪＶ 埼玉県      ６月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

銀座一丁目プロジェクト建設工事

（仮称）
松尾・熊谷建設ＪＶ Ｈ ９． ６月

山北地区工事作業所 （株）福田組      ６月

京ケ野ゴルフ場造成工事 （株）川口組      ６月

小田急ＰＣ２１建設工事 オリエンタル建設（株）      ６月

築地共同溝建設工事 鴻池組ＪＶ      ６月

江井港作業所（兵庫県） 日下部建設（株）      ７月

キリスト聖書塾新築工事 ミトモ建設（株）      ７月

茨城県土浦市土浦浄化センター

建設工事
株木建設（株） 茨城県      ７月

川崎トンネル建設工事（神奈川県） 鹿島・鴻池・住友建設ＪＶ      ７月

阿南作業所（徳島県） 青木建設（株）      ８月

堀ノ内処理場建設工事 （株）本間組      ８月

山口県熊毛郡上関方塊建設工事 岩本建設 上関町      ８月

茅ケ崎芹沢配水池作業所 （株）大林組 神奈川県      ８月

上信越道作業所（新潟県） 大石組・長鐵工業ＪＶ     １０月

藤ケ谷クリーンセンター建設工事
元請け神戸製鋼（株）・

施工（株）フジタ
千葉県     １０月

平成９年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作その他工事(その１)
住友建設・東京建機施工ＪＶ 東京都     １１月

平成９年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作その他工事(その２)

新日本工業・城東土木事業

協同組合ＪＶ
東京都     １１月

皮篭石１号橋建設工事 住友・常盤建設ＪＶ     １１月

ちばリサーチパーク造成工事 大成建設ＪＶ     １１月

東京都新海面Ｂブロック工事

（その２）
ヤマト工業（株） 東京都     １２月

相模大堰築造工事 熊谷組ＪＶ 神奈川県     １２月

運輸省新潟港東地区

ケーソン製作工事
（株）本間組 運輸省     １２月

平成９年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作その他工事(その３)
国土総合・都市開発協ＪＶ 東京都     １２月

平成９年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作その他工事(その４)
大新・島川建設ＪＶ 東京都     １２月

関東郵政局等庁舎新築工事（埼玉県） 大成建設ＪＶ 郵政省     １２月

上立田作業所（熊本県） 飛島建設（株）     １２月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

中川上流排水機場建設工事（埼玉県） （株）クボタ建設 Ｈ ９．１２月

埼玉高速地下鉄大門路盤他特定

建設工事
住友建設・松村組ＪＶ     １２月

１７５号床版工事（兵庫県） 大谷建設（株）     １２月

山陽自動車道矢野川橋下部工工事

（兵庫県）
大谷建設（株） 日本道路公団     １２月

ポートアイランド波返し建設工事

（兵庫県）
日下部建設（株） Ｈ１０． １月

千住ニッピクローム工場改修工事 東急建設（株）      ２月

横浜市道路建設事業団環状２号

羽沢線工事
三井建設（株）      ２月

吉川インター建設工事（兵庫県） 石坂建設（株）      ３月

片瀬海岸地下駐車場建設工事

（神奈川県）
フジタ・小田急・イワキ建設ＪＶ      ３月

首都高速道路大宮作業所 （株）熊谷組      ３月

北の谷土木工事 丸磯建設（株）      ４月

大河津分水洗堰新築工事 大成・大日本土木・福田ＪＶ 建設省      ５月

出雲崎処理場建設工事 大豊建設（株） 新潟県      ５月

千代田浄化センター建設工事 多田建設（株） 広島県      ５月

佐渡工事事務所 （株）本間組 新潟県      ５月

山口宇部空港護岸工事 （株）熊谷組 山口県      ６月

六ケ所作業所（青森県） 清水・佐藤・フジタＪＶ      ６月

東京電力守谷作業所 三井建設（株） 東京電力      ６月

妙高作業所 飛島建設（株） 日本道路公団      ６月

山口宇部見初護岸工事 五洋建設（株） 宇部市      ６月

富津作業所（千葉県） （株）間組      ７月

西幡豆クリーンセンター建設工事

（愛知県）
徳倉建設（株）      ７月

御前崎ケーソン製作工事（静岡県） 八光建設工業（株）      ８月

平成１０年度中央防波堤

ケーソン製作工事
五洋建設（株） 東京都      ９月

平成１０年度中央防波堤

ケーソン製作工事
国土総合建設（株） 東京都      ９月

平成１０年度新海面ケーソン製作工事 丸石建設ＪＶ 東京都      ９月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

大宮配水場建設工事 三協技研（株） 埼玉県 Ｈ１０．１０月

第三突堤作業所（兵庫県） 日下部建設（株）     １０月

平成１０年度新海面ケーソン製作工事 大豊建設（株） 東京都     １０月

平成１０年度柏崎ケーソン製作工事 （株）本間組 新潟県     １１月

綾瀬送水管建設工事（神奈川県） 米内建設（株）     １１月

中央防波堤ばら物埠頭作業所 富国建設（株） 東京都 Ｈ１１． １月

越津排水機場建設工事 飛島建設（株）      １月

平成１０年度下田港防波堤(Ｄ工区)

本体工事
東洋・三井不動産・国土総合ＪＶ 運輸省      １月

サニックス作業所 三井不動産建設（株）      ２月

松本宮淵浄化センター建設工事 住友・北野ＪＶ 長野県      ２月

東戸塚作業所（神奈川県） （株）熊谷組      ２月

蘇我カルバート作業所（千葉県） 東洋建設（株）      ２月

平成１０年度直江津港

ケーソン製作工事
（株）本間組 新潟県      ２月

芝浦水処理センター建設工事 三井・鴻池ＪＶ 東京都      ２月

関西電力能勢作業所 青木建設（株） 関西電力      ２月

赤坂二丁目共同ビル新築工事

（東京都）
清水・竹中ＪＶ      ３月

６号バイパス新川地区

改良工事（茨城県）
国土総合建設（株）      ３月

夢舞ケーソン製作工事（大阪府） 東亜・東洋ＪＶ      ３月

中央防波堤陸上トンネル建設工事 国土総合・千代田建設ＪＶ 東京都      ４月

小渕立体その一工事（埼玉県） 戸田・大本ＪＶ 建設省      ４月

飯野川浄化センター建設工事

（宮城県）
大成建設（株）      ５月

宇部港東見初作業所（山口県） （株）チューケン      ５月

アイランドシティ橋梁工事（福岡県） 東洋建設（株）      ５月

ＮＣＨ中央街区土木作業所地下駐輪場 （株）熊谷組      ５月

妙高作業所 大豊建設（株） 日本道路公団      ５月

平成１１年度新海面ケーソン製作工事 栄都建設（株） 東京都      ６月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

花見川終末処理場建設工事 大成・飛島・東洋ＪＶ 千葉県 Ｈ１１． ６月

常磐新線大柏作業所（茨城県） 東急・小田急・昭和ＪＶ 日本鉄道建設公団      ６月

東京電力芝作業所 前田・三井・長谷工ＪＶ 東京電力      ６月

平成１１年度直江津港ケーソン

製作工事
（株）本間組 新潟県      ６月

浦和大門作業所（埼玉県） 横道建設（株）      ６月

中郷村中郷浄化センター建設工事 本間・日曹ＪＶ 新潟県      ６月

長倉大橋建設工事（岩手県） 鹿島・中館ＪＶ      ７月

平成１１年度新海面ケーソン製作工事 奥村組土木興業（株） 東京都      ７月

芝給水所建設工事 前田・佐藤・大日本ＪＶ 東京都      ８月

直江津工事事務所（新潟県） （株）福田組      ８月

下妻ポンプ場(土木･建築)建設工事 佐田・下妻ＪＶ 下妻市      ８月

富津火力発電所建設工事 奥村・ハザマＪＶ 東京電力      ９月

恩廻公園調整池建設工事 大林・地崎・山岸ＪＶ 神奈川県      ９月

頓野跨道橋作業所（福岡県） （株）富士ピーエス      ９月

都営地下鉄１２号線西大久保工区

建設工事
大成建設（株） 東京都      ９月

芝浦水処理施設その後工事 三井・鴻池ＪＶ 東京都      ９月

長岡南集排作業所（岩手県） （株）フジタ      ９月

神谷トンネル建設工事（兵庫県） 大谷・神崎ＪＶ      ９月

住宅公団鎌倉山崎団地作業所

（神奈川県）
（株）竹中工務店 住宅公団     １０月

地建あきるの下部作業所（東京都） （株）クボタ建設     １０月

渋谷清掃工場建設工事（東京都） 東急・竹中ＪＶ     １１月

佐久間川作業所（千葉県） （株）ナカノコーポレーション     １１月

東水戸道路勝田高架床版作業所

（茨城県）
坂田建設（株） 建設省     １１月

中部電力碧南火力土木工事（愛知県） 飛島建設（株） 中部電力     １１月

新潟競馬場スタンド建設工事１工区 （株）熊谷組 農林水産省     １１月

葛西用水路建設工事（埼玉県） 三井不動産建設（株）     １２月



セボ ハードナ２０ 使用実績表８

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

大深山橋建設工事（長野県） （株）山善工建 Ｈ１１．１２月

福岡市高速鉄道３号線

渡辺通南工区建設工事
大成・竹中土木ＪＶ 福岡市     １２月

日和佐中学建設工事（徳島県） （株）大林組     １２月

首都高速王子作業所（東京都） 三井・大日本ＪＶ     １２月

福岡市高速鉄道３号線

茶山工区建設工事
飛島・不動・河本ＪＶ 福岡市     １２月

岬工事事務所・小島地区作業所

（大阪府）
（株）大林組     １２月

所並砂防ダム作業所（長野県） （株）山善工建     １２月

富浦作業所（千葉県） （株）北野組     １２月

晴豊橋建設工事 鹿島建設（株） 東京都 Ｈ１２． １月

名古屋市地下鉄山下作業所 大日本・白石ＪＶ 名古屋市      １月

名古屋市地下鉄八勝通作業所 飛島・住友・三井不動産ＪＶ 名古屋市      １月

丹生橋下部工建設工事（千葉県） （株）北野組 建設省      １月

馬込沢川橋作業所（静岡県） ピーシー橋梁（株）      ２月

庭窪浄水場送水ポンプ棟築造工事

（大阪府）
（株）フジタ      ２月

土気あすみが丘ＳＣ作業所（千葉県） 東急建設（株）      ３月

中央防波堤側換気所作業所 アイサワ・丸三ＪＶ 東京都      ３月

泉北六区作業所（大阪府） 日下部建設（株）      ３月

狭山作業所（大阪府） 大仁建設（株）      ３月

伯太川北側道橋下部工工事（島根県） （株）中筋組      ３月

三田復旧工事（兵庫県） 丸磯建設（株）      ３月

京都宇治川橋下部工建設工事

（京都府）
戸田・東亜ＪＶ 近畿地方整備局      ３月

妻恋大橋建設工事作業所（群馬県） 飛島・住友ＪＶ      ３月

北勢沿岸流域下水道工事北部

浄化センター
飛島・アイトム杉山ＪＶ 三重県      ４月

謙信公大橋建設工事（新潟県） （株）本間組 上越市      ４月

安田高架橋建設工事（兵庫県） 大谷建設（株）      ４月

青砥橋耐震補強工事 鹿島建設（株） 東京都      ４月



セボ ハードナ２０ 使用実績表９

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

廿日市浄化センター建設工事

（広島県）
山田工業（株） 日本下水道事業団 Ｈ１２． ４月

金木橋建設工事（千葉県） 向井建設（株）      ４月

関市浄化センター水処理施設建設工事

(岐阜県)
大成・マルホ特定建設工事ＪＶ 関市      ５月

夕日の里大橋建設工事（宮崎県） （株）竹本建設      ５月

ワコーレ明日本町作業所（兵庫県） 大谷建設（株）      ５月

平成１２年度新海面ケーソン製作工事 栄都建設（株） 東京都      ５月

芝浦水処理センター建設工事 三井建設ＪＶ 東京都      ５月

深名橋他その一床版工事（千葉県） 和泉建設（株） 建設省
     ５月

農業集落排水事業倉谷地区処理場

建設工事
大谷・カンキョウＪＶ 兵庫県      ５月

狭山作業所（大阪市） 近畿・坂本ＪＶ      ５月

第一港湾作業所（新潟県） 荒川建設      ５月

加太作業所（和歌山県） 青木・鹿島ＪＶ      ５月

直江津港取水口ケーソン製作工事 （株）本間組 運輸省
     ６月

常磐新線青井作業所（東京都） フジタＪＶ 日本鉄道建設公団      ６月

西部配水池建設工事（福岡県） 森山・河本ＪＶ      ６月

吉良シールド作業所（愛知県） 住友建設（株）      ６月

別所ポンプ場建設工事（兵庫県） 大谷建設（株）     ６月

瀬尾浄水場建設工事（栃木県） 竹中工務店ＪＶ 今市市水道部      ７月

神鋼灘浜作業所（兵庫県） （株）熊谷組      ７月

下牛尾処理場建設工事（兵庫県） 大谷建設（株）      ７月

奈良倉橋作業所（長野県） 畑八開発（株）      ７月

新潟港トンネル左岸擁壁建設工事

（新潟県）
本間・東亜・国総ＪＶ 運輸省      ８月

名都借作業所（千葉県） 山崎建設（株）      ８月

平成１２年度新海面処分場

ＲＣケーソン製作工事
（株）古川組 東京都      ８月

大宮公園作業所（埼玉県） 米内建設（株）      ９月

岡本川橋下部工建設工事（千葉県） 芦沢建設（株） 建設省      ９月



セボ ハードナ２０ 使用実績表１０

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

根古屋橋建設工事（静岡県） 須山建設（株） Ｈ１２． ９月

ひたちなか港ケーソン製作工事 日本国土開発（株） 茨城県     １０月

オートバックス資材基地造成工事

（兵庫県）
丸磯建設（株）     １０月

空見ポンプ場建設工事（福岡県） （株）才田組     １１月

災害空家建設工事（長野県） 畑八開発（株）     １１月

四日市作業所（三重県） 東洋・株木ＪＶ     １１月

前畑床版建設工事（新潟県） （株）福田組     １１月

ＪＲ福地山作業所（京都府） （株）フジタ ＪＲ西日本     １１月

坂口谷川調整池建設工事（静岡県） 大石建設（株）     １１月

江戸川流域作業所（埼玉県） 横道建設（株）     １１月

畑井沢ＢＶ作業所 東洋・樋下ＪＶ     １１月

置塩南作業所（兵庫県） （株）宮本組     １２月

大船戸作業所（岩手県） （株）佐賀組     １２月

雲出川作業所（三重県） 佐藤・東浦・薮ＪＶ     １２月

お宮川橋作業所（石川県） 熊谷・ミヤジマＪＶ     １２月

常磐新線守谷車庫路盤その２工事

（茨城県）
竹中土木（株） 日本鉄道建設公団     １２月

新天竜川橋建設工事（静岡県） （株）大本組 建設省     １２月

方六トンネル建設工事（静岡県） 飛島建設ＪＶ     １２月

平成１２年度中央防波堤

ケーソン製作工事
国土総合建設（株） 東京都 Ｈ１３． １月

中川流域終末処理場建設工事 米内建設（株）      １月

平成１２年度中央防波堤

ケーソン製作工事
五洋建設（株） 東京都      １月

田沢湖工事所（秋田県） （株）奥村組      １月

足利水処理センター建設工事

（栃木県）
戸田・岸澤ＪＶ 日本下水道事業団      １月

平成１１年度東海環状

西山谷橋下部工事
（株）大本組 建設省      ２月

鬼怒川龍王作業所（栃木県） 三井・杉山ＪＶ      ２月

直江津港東護岸ケーソン製作工事

（新潟県）
（株）本間組 運輸省      ２月



セボ ハードナ２０ 使用実績表１１

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

上立田作業所（熊本県） 飛島建設（株） Ｈ１３． ２月

石ケ池公園作業所（兵庫県） （株）フジタ道路      ２月

圏央道つくば高架橋

下部工建設工事
安藤建設（株） 建設省      ２月

圏央道つくば高架橋

下部工建設工事
（株）大本組 建設省      ２月

富津青堀間大堀ＢＶ新設

その２作業所(千葉県)
東鉄工業（株） ＪＲ東日本      ２月

西浦下水処理場建設工事（千葉県） 村本建設（株） 船橋市下水道部      ２月

第二京阪杉工区作業所（大阪府） 森長・海原ＪＶ 日本道路公団      ４月

新大利根橋建設工事下部工その１ 鹿島建設（株） 茨城県      ４月

新大利根橋建設工事下部工その２ 株木建設（株） 茨城県      ４月

新大利根橋建設工事下部工その３ 細谷建設工業（株） 茨城県      ４月

高白トンネル建設工事（京都府） アイサワ工業（株）      ５月

東邦大学病院連絡地下道

建設工事（東京都）
安藤建設（株）      ５月

三木ダム建設工事（兵庫県） フジタ・関西ＪＶ      ５月

圏央道つくば高架橋

下部工建設工事
（株）銭高組 国土交通省      ５月

圏央道つくば高架橋

下部工建設工事
佐伯建設工業（株） 国土交通省      ５月

圏央道つくば高架橋

下部工建設工事
大旺建設（株） 国土交通省      ５月

名古屋市地下鉄八事日赤建設工事 大林・銭高・名工ＪＶ 名古屋市      ５月

高芝大橋作業所（山梨県） （株）フジタ
山梨県峡東地域振

興局塩山建設部
     ５月

給田造成工事作業所（東京都） （株）新井組      ５月

小貝川処理場建設工事（茨城県） （株）フジタ      ５月

栗山川大橋作業所（千葉県） 川崎重工業（株） 多古町      ５月

八街クリーンセンター建設工事

（千葉県）
安藤建設（株）      ５月

南部浄化センター建設工事（三重県） 大成建設ＪＶ 三重県      ６月

茂木中継ポンプ場建設工事（長崎県） 長興・永川ＪＶ      ６月

新多開作業所（兵庫県） 安藤建設（株）      ７月

木曽川波返建設工事（長野県） 佐田建設（株）      ７月



セボ ハードナ２０ 使用実績表１２

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

神明大橋作業所（茨城県） ピーシー橋梁（株） 茨城県土木部 Ｈ１３． ７月

ひたちなかケーソン製作工事 東洋建設（株） 国土交通省      ７月

平成１３年度中央防波堤

ケーソン製作工事
国土総合建設（株） 東京都      ７月

下郡橋作業所（千葉県） 矢作建設工業（株） 国土交通省      ７月

永代幹線作業所（東京都） 五洋建設（株）      ７月

安中作業所（群馬県） 鉄建建設（株）      ７月

高砂橋作業所（千葉県） 丸善建設（株）      ７月

平成１３年度中央防波堤

ケーソン製作工事
五洋建設（株） 東京都      ７月

高塚橋作業所（静岡県） ピーシー橋梁（株）      ７月

千葉ポンプ場建設工事（千葉県） （株）クボタ建設      ８月

豊富団地造成工事作業所（兵庫県） 大谷建設（株）      ８月

愛知用水工事所（名古屋市） （株）奥村組      ８月

市川田尻作業所（千葉県） 丸善建設（株）      ９月

新三条大橋（二期線）下部その一工事

（新潟県）
第一建設工業（株） 国土交通省      ９月

３０３号作業所（滋賀県） （株）桑原組     １０月

鴨池大橋建設工事（横浜市） 三菱重工業（株） 横浜市     １０月

エムズシティ野江第２第３期

建設工事(大阪)
清水建設（株）     １０月

尾西シールド作業所（愛知県） 佐藤工業（株）     １０月

大和高田ＢＰ作業所（奈良県） 小田急建設（株）     １０月

潮見台造成工事作業所（兵庫県） 大谷建設（株）     １０月

鹿島港ケーソン製作

工事作業所（茨城県）
三井不動産建設（株） 国土交通省     １０月

寿橋下部工建設工事作業所（茨城県） 銭高・菅原ＪＶ 茨城県土木部     １０月

渥美排水機場建設工事（愛知県） 飛島建設（株）     １１月

小豆島ケーソン製作その４ 五洋建設（株） 東京都     １１月

豊晴ケーソン製作工事作業所 （株）山三建設 東京都    １１月

豊富団地造成工事作業所（兵庫県） 臨海建設工業（株） 姫路市     １１月



セボ ハードナ２０ 使用実績表１３

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

安達太良橋作業所（福島県） 川田建設（株） 国土交通省 Ｈ１３．１１月

常磐新線守谷作業所 東亜建設工業（株） 日本鉄道建設公団     １２月

名古屋地下鉄山下通作業所（愛知県） 熊谷・鹿島・東洋ＪＶ 名古屋市交通局     １２月

泉橋建設工事（茨城県） 東鉄工業（株） 茨城県     １２月

久下ランプ橋建設工事（埼玉県） ピーシー橋梁（株）     １２月

北浦護岸建設工事（茨城県） 高橋建設（株） 水資源公団 Ｈ１４． １月

刈谷跨線橋補修工事（愛知県） 鈴中工業（株）      １月

界川橋下部工事（愛知県） 丸十工業（株）      １月

中央防波堤ケーソン製作工事 国土総合建設（株） 東京都      １月

四谷高針高架橋建設工事（愛知県） 岡田工務店（株）      １月

八王子ボックスカルバート作業所

（東京都）
早野・黒須ＪＶ      １月

福田川排水機場建設工事（愛知県） 飛島建設（株）      １月

朝潮歩道建設工事（千葉県） 丸善建設（株）      １月

星山浄化センター建設工事（静岡県） 小野・三与ＪＶ 日本下水道事業団      ２月

常磐新線谷和原作業所（茨城県） 日産・加賀田ＪＶ 日本鉄道建設公団      ３月

芥川大橋建設工事（大阪府） （株）北斗建設      ３月

菅生高架橋建設工事（茨城県） 常盤興産（株） 茨城県土木部      ３月

出光ＩＩＰ作業所（愛知県） 海津建設（株）      ３月

三木防災公園作業所（兵庫県） 大谷建設（株）
兵庫県社土木事務

所
     ４月

北幹飯山トンネル作業所（新潟県） 大成・錢高・第一・松本土建ＪＶ 日本鉄道建設公団      ４月

秋川高架橋作業所（東京都） 飛島建設（株）      ４月

東海環状小渕溜橋作業所（岐阜県） 村本建設（株） 国土交通省      ４月

常陸那珂港東防波堤作業所 大成建設（株） 国土交通省      ５月

古瀬間作業所 （株）富士ピーエス      ５月

ひたちなかケーソン製作工事

（茨城県）
武藤建設（株） 茨城県      ５月

常磐新線葛城作業所（茨城県） ハザマＪＶ 日本鉄道建設公団      ５月



セボ ハードナ２０ 使用実績表１４

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

営団原木中山作業所 大豊建設（株） Ｈ１４． ５月     

室山造成工事作業所（兵庫県） 大谷建設（株）      ５月

若草高架橋作業所（山梨県） 住友建設ＪＶ

山梨県新環状・西

関東道路建設事務

所

６月

中部国際空港作業所 西松・住友・七番ＪＶ 国土交通省     ６月

第二東名中一色川橋作業所（静岡県） フジタ・新井組ＪＶ 日本道路公団     ７月

東海環状下石原改良工事（岐阜県） 安藤建設（株） 国土交通省     ７月

芋川鉄道橋作業所（秋田県） 第一建設工業（株） ７月

北野川作業所（兵庫県） 鹿島建設（株）      ７月

新羽雨水調整池作業所（神奈川県） フジタ・日産・五洋・奈良ＪＶ 日本下水道事業団      ７月

つくば高架Ｄランプ橋作業所(茨城県) 常磐興産（株） 国土交通省      ７月

青森浪岡線橋梁工事作業所（青森県） 豊東建設工業（株） 青森県      ７月

青森浪岡線橋梁工事作業所（青森県） （株）中村組 青森県      ７月

青森浪岡線橋梁工事作業所（青森県） 福田興業（株） 青森県      ７月

青森浪岡線橋梁工事作業所（青森県） （株）五戸組 青森県      ７月

東部丘陵線工事作業所（愛知県） 村本・東京・鈴木ＪＶ      ８月

木更津下水処理場作業所（千葉県） 戸田・大日本ＪＶ 日本下水道事業団      ８月

庄内小国川橋作業所（山形県） 川田建設（株）      ８月

東名高速柳沢耐震補強工事（静岡県） （株）井出組 日本道路公団      ８月

第二東名只木作業所（静岡県） 大末建設（株） 日本道路公団      ８月

常盤新線島名路盤工事作業所(東京都) 住友・佐伯・交通ＪＶ 日本鉄道建設公団      ８月

東部丘陵下部工工事作業所（愛知県） 鈴中工業（株）      ８月

荒川橋作業所（栃木県） 日本高圧コンクリート（株） 国土交通省      ９月

日光川浄化センター作業所 （株）川口組      ９月

君津・富津終末処理場作業所(千葉県) 山村工業
千葉県県土整備下

水道課
     ９月

第５０１工区（西月隈）高架床版遮音

壁新設工事作業所（九州）
丸磯建設（株） ９月

堤川浄水場作業所（青森県） 奥村・斉藤・福田ＪＶ 青森市水道部 ９月



セボ ハードナ２０ 使用実績表１５

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

常陸那珂港作業所 東亜建設工業（株） 国土交通省 Ｈ１４・ ９月

三宅島道路災害復旧工事作業所 国土総合・佐久間ＪＶ 東京都      ９月

２３号線大清水改良工事（愛知県） 鈴中工業（株）     ９月

猿投高架橋作業所（愛知県） 安藤建設（株） 国土交通省      ９月

田長瀬トンネル作業所（奈良県） 大成建設（株） １０月

晴海ケーソン製作工事作業所 あすなろ建設（株） 東京都 １０月

常磐新線南千住駅作業所 清水建設（株） 日本鉄道建設公団     １０月

中央防波堤作業所（東京都） 五洋建設（株） 東京都     １０月

浜岡原発作業所（静岡県） 佐藤・前田・シーテックＪＶ 中部電力     １０月

都市公団箕面作業所（大阪府） アイサワ工業（株） 都市公団     １０月

大久保作業所（兵庫県） 大鉄工業（株） １０月

銚子漁港ケーソン作業所（千葉県） 若築建設（株）    １０月

グランドＭ六軒町造成工事（兵庫県） 大谷建設（株）    １０月

新海面処理場建設工事（東京都） （株）森長組 東京都     １１月

君津環境整備センター作業所(千葉県) 西山建設（株）   １１月

土岐作業所（岐阜県） あすなろ建設（株） １１月

日田大山ダム作業所（大分県） 飛島・丸磯ＪＶ １１月

首都高大宮線 OE22(2)トンネル作業所

（埼玉県）
住友・日産ＪＶ 首都高速道路公団 １１月

東電広野発電所石炭サイロ作業所

（福島県）
大成・佐藤ＪＶ １１月

一般国道４０８号線真岡バイパス３工

区建設工事(栃木県)
不動・剋真・石塚土建ＪＶ 栃木県土木部   １２月

桐山作業所（愛知県） 鈴中工業（株）     １２月

内 倉 跨 線 橋 国 道 改 築 工 事 作 業 所  

（福島県）

オリエンタル建設・常盤興産ピーシー

ＪＶ
Ｈ１５． １月

中央防波堤作業所（東京都） 国土総合建設（株） 東京都      １月

安達太良橋工事作業所（福島県） （株）ピーエス三菱 国土交通省 １月

伊那作業所（長野県） 飛島・西部ＪＶ １月

名鉄小牧線高架化工事作業所(愛知県) （株）錢高組 １月

                                                    



                   セボ ハードナ２０ 使用実績表１６

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

長久手浄化センター増築工事(愛知県) 三井・松原ＪＶ 日本下水道事業団 Ｈ１５． １月

長鍬造成工事（愛知県） 飛島建設（株）     １月

寒河江用水路建設工事作業（山形県） 東洋建設（株）     ２月

近畿自動車道三ッ谷池橋工事作業所

（三重県）
石川島播磨重工（株） 日本道路公団     ２月

吾妻橋作業所（東京都） 奥村組ＪＶ     ２月

西名古屋港線名古屋駅１区工事作業所 大成建設ＪＶ ２月

菅生高架橋建設工事作業所（茨城県） （株）ピーエス三菱 茨城県土木部    ２月

小牧大草作業所（愛知県） 飛島建設（株）    ２月

中央防波堤作業所（東京都） 坂田建設（株）     ２月

直入１２号橋作業所（大分県） 常磐興産ピーシー（株）   ２月

荒川上流流域終末処理場沈砂池ポンプ

棟土木工事作業所（埼玉県）
田部井建設（株） ２月

中野坂上作業所（東京都） 東急建設ＪＶ ２月

天満橋部上部工工事作業所（宮崎県） 大成・オリエンタル・伊達ＪＶ    ３月

徳島空港作業所（徳島県） 東洋・みらい・本間ＪＶ 国土交通省    ３月

吉見浄水場管理本管等築造工事作業所 戸田・竹中土木・古郡ＪＶ 埼玉県企業庁     ３月

東海環状六ツ橋宮山地区下部工事作業

所（愛知県）
（株）竹中土木 国土交通省     ３月

長安寺橋工事作業所（岩手県） （株）ピーエス三菱 ３月

銚子港作業所（千葉県） 若築建設（株）      ３月

土岐作業所（岐阜県） 日産建設（株）      ３月

下関北バイパス武久第１高架橋下部工

工事作業所（山口県）
（株）コプロス 国土交通省      ３月

松山高架橋作業所（愛媛県） 泉鋼業（株）      ３月

六浦霊園作業所（神奈川県） 大旺建設（株）      ５月

新発田川作業所（新潟県） 福田・本間ＪＶ      ５月

万博造成２工区作業所（愛知県） 鹿島建設（株）      ５月

安達橋工事作業所（福島県） オリエンタル建設・川田建設ＪＶ      ５月

鹿島港作業所（茨城県） りんかい建設（株） 国土交通省      ５月

                                                    

                         



                                                 

セボ ハードナ２０ 使用実績表１７

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

県道名古屋朝日線工事作業所(愛知県) 大成建設ＪＶ
名古屋高速道路公

社
Ｈ１５． ６月

川北作業所（三重県） ジェイアール東海建設・西松建設ＪＶ     ６月

江津道路作業所（島根県） アイサワ工業（株） 国土交通省     ６月

ペトロトランス作業所（愛知県） 矢作建設工業（株）     ６月

津軽石水門管理橋作業所（岩手県） 前田製管（株）     ６月

常新流山運動公園ＳtＢＬ工事作業所

（千葉県）
鉄建・三菱・森ＪＶ 日本鉄道建設公団 ６月

首都高ＯＥ２８（１）トンネル工事 安藤・名工ＪＶ 首都高速道路公団 ６月   

鷹の巣上砂防堰堤工事作業所(長野県) （株）守谷商会    ７月

岩谷橋建設工事作業所（福島県） ＪＦＥ・高田ＪＶ     ７月

今宮造成工事作業所（大阪府） フジタ道路（株）   ７月

土岐作業所（岐阜県） あすなろ建設（株） ７月

平成１４年度西南海岸北浜東堤防工事

(三重県)
（株）宮本組 国土交通省 ７月

高岡高架橋作業所（愛知県） 川田工業・栗本鐵工所・日本鉄塔ＪＶ ７月

日 光 川 排 水 機 場 築 造 工 事 作 業 所   

（愛知県）
飛島建設ＪＶ ７月

孫宝排水機場建設作業所（愛知県） 飛島建設（株） ８月

五ヶ丘トンネル作業所（愛知県） 太啓建設（株）   ８月

東海環状門前地区作業所（愛知県） 安藤建設（株） 国土交通省     ８月

名 鉄 線 鳴 海 工 区 高 架 工 事 作 業 所  

（愛知県）
矢作建設（株） ８月

名 鉄 線 鳴 海 工 区 高 架 工 事 作 業 所  

（愛知県）
名高土木（株）      ８月

緑 下 水 処 理 場 内 佐 江 戸 作 業 所   

（神奈川県）
三井住友建設（株） ８月     

新住吉橋建設工事作業所（三重県） 加藤建設      ９月

北幹西笠原ＢＬ工事作業所（長野県） 松村組ＪＶ 日本鉄道建設公団      ９月

鹿の畑作業所（奈良県） あすなろ建設（株） ９月     

北幹岩井東ＢＬ工事作業所（長野県） 鹿島建設ＪＶ 日本鉄道建設公団 １０月     

福良浄化センター新築工事作業所

（兵庫県）家武作業所（愛知県）

ダイニチコンストラクション（株）中

部土木（株）
１０月

北 幹 千 曲 川 第 ４ 橋 梁 工 事 作 業 所

（長野県）
清水建設ＪＶ 日本鉄道建設公団     １０月    

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表１８

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

知多横断道路工事作業所（愛知県） 飛島・地崎・兵善ＪＶ 愛知県道路公社 Ｈ１５．１０月

見合ポンプ場建設工事（愛知県） 鈴中工業（株）     １０月

北関東自動車道兵道高架橋作業所

（茨城県）
ピーエス三菱・興和ＪＶ 日本道路公団     １１月

地方道路改築工事ＨＢ１６－９０作業

所（秋田県）
（株）工藤組     １１月

矢の浦作業所（岩手県） 長谷川建設（株）     １１月

堀切川排水機場築造工事（三重県） 大成建設ＪＶ １１月

一号線共同溝工事作業所（三重県） 若築建設ＪＶ    １１月

東海道線界川橋梁作業所（愛知県） 大成建設ＪＶ    １１月

境川浄化センター建設工事（愛知県） 大成建設ＪＶ
愛知県建設部下水

道課
    １１月

大井川新橋作業所（静岡県） ハザマ・平井工業ＪＶ 静岡河川事務所   １２月

Ｎ Ａ Ｇ Ｏ Ｙ Ａ Ｆ Ｌ Ａ Ｔ 作 業 所  

（愛知県）
安藤建設（株） １２月

東電新坂戸変電所作業所（埼玉県） 日本工営（株） 東京電力 １２月

モノレール豊川駅舎作業所（大阪府） 不動建設（株） １２月

小丸川作業所（宮崎県） 間・熊谷・飛島・鉄建ＪＶ 九州電力 １２月

平成１４年度宮川大湊高潮堤防工事(三

重県)
日本土建（株） 国土交通省   １２月

２３号野依台地区改良舗装工事作業所

（愛知県）
（株）ＮＩＰＰＯコーポレーション     １２月

小杉橋架設床版工事作業所（三重県） （株）横河ブリッジ 三重県 １２月

熊の森地区揚水機場建設工事作業所

（新潟県）
（株）氏田組 １２月

築川ダム１６号橋作業所（岩手県） オリエンタル建設（株） 岩手県県土整備 １２月

岩田橋建設工事作業所（千葉県） （株）ピーエス三菱 １２月

春日和田山道氷上作業所（兵庫県） 丸磯建設（株） 国土交通省 １２月

ブリジストン栃木工場精錬工場プロジ

ェクト作業所（栃木県）
戸田建設（株） １２月

緑のまち造成工事作業所（岐阜県） 大成建設（株） １２月

新日鐵東海工場作業所（愛知県） 大成建設（株） １２月

毛原橋桁床版工事作業所（三重県） （株）横河ブリッジ 三重県 １２月

上越市有田汚水中継ポンプ場建設工事

（新潟県）
本間・高舘ＪＶ １２月

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表１９

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

知多横断道路作業所（愛知県） 戸田・浅沼・植田ＪＶ 愛知県道路公社 Ｈ１６． １月

阿万塩屋団地建設工事作業所(兵庫県) （株）森長組    １月

六ツ美幹線作業所（愛知県） （株）間組     １月

神戸共同溝作業所（兵庫県） （株）大本組 国土交通省     １月

上辺見橋建設工事作業所（茨城県） 日本高圧コンクリート（株） １月

青ヶ島作業所（東京都） 五洋建設（株）     １月

平成１４年度宮川明神高潮堤防工事(三

重県)
佐田建設(株) 国土交通省 １月   

桐渕橋建設工事作業所（群馬県） 岩井建設（株） 群馬県土木部    １月

ＪＲ大井工場内作業所（東京都） 育栄建設（株）     ２月

大田川ダム作業所（静岡県） 宮本組 静岡県土木部   ２月

三河島作業所（東京都） 三井住友・鉄建・りんかい日産ＪＶ 東京都下水道局 ２月

池整田辺作業所（和歌山県） フジタ道路（株） ２月

吉見浄水場取水口作業所（埼玉県） エムテック・大野ＪＶ 埼玉県企業局 ２月

地下鉄８号線太子橋作業所（大阪府） 三井住友・地崎ＪＶ 大阪市交通局 ２月

新小戸之橋作業所（宮崎県） 鹿島・ピーエス三菱・佐多技研ＪＶ 宮崎市 ２月

碓東大橋建設工事作業所（群馬県） 岩井建設（株） ２月

飯山市飯山処理場建設工事その６(長野

県)
(株)鹿熊組 日本下水道事業団 ２月

名神高速道路矢戸川橋作業所(愛知県) （株）アベテクノ 日本道路公団 ２月

大籠一号橋上部作業所（岩手県） （株）ピーエス三菱 ２月

巻甲部高架橋作業所(新潟県) 日本鋼弦コンクリート(株) ３月

大須観音駅作業所(愛知県) (株)フジタ 名古屋市交通局 ３月

佐世保出張所(長崎県) 西松・梅松・池田工業・重機建設ＪＶ ３月

ＰＩ沖滑走路舗装工事(兵庫県) 鹿島道路(株) ３月

福良浄化センター新築工事(兵庫県) (株)森長組 ３月

県道高速清洲一宮線西春北（その１）

床版工事作業所(愛知県)
あすなろ建設(株) 愛知県道路公社 ３月

平成１５年度明科町浄化センター建設

工事その５（長野県）
アスピア・藤原ＪＶ 日本下水道事業団 ３月     

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表２０

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

大我麻シールド作業所（愛知県） 五洋建設ＪＶ Ｈ１６． ３月

宇都宮城址公園整備（栃木県） 宇都宮土建工業(株)    ３月

地下鉄１３号線新千駄ヶ谷一工区土木

工事(東京)
フジタ・大本建設工事ＪＶ 東京都交通局     ４月

若草高架橋建設工事(山梨県) オリエンタル・日本鋼弦ＪＶ

山梨県新環状・西

関東道路建設事務

所

    ４月

つくば中央３号歩道橋(茨城県) 常磐興産ピーシー(株) ４月

堀川作業所 鈴中工業(株)     ４月

美川シールド作業所(石川県) 飛島・治山ＪＶ    ４月

佐野作業所(栃木県) 日鋪建設(株)    ４月

Ｒ２２名岐道路春日床版工事(愛知県) 土屋組 国土交通省     ４月

東京電力川崎火力作業所（神奈川県） ハザマＪＶ 東京電力   ４月

県道清洲一宮線一宮ＩＣ工区ＰＲＣ橋

作業所（愛知県）
(株)安部工業所

名古屋高速道路公

社
４月

大田コロナワールド増改築工事(群馬

県)
戸田建設(株) ４月

津軽ダム７号橋作業所(青森県) 昭和コンクリート工業(株) 国土交通省 ４月

明石川水系明石護岸工事(兵庫県) 関西建設工業(株) ４月

信貴山病院作業所（三重県） (株)淺沼組 ４月

大原浄水場建設工事（静岡県） 林工組 ４月

荒神皮作業所(兵庫県) (株)間組 ５月

常滑臨海用地造成工事(愛知県)
大林・清水・フジタ・名工・鈴中・兵

善ＪＶ
愛知県企業庁 ５月

直江津港作業所(新潟県) 八光建設工業(株) ５月

長倉第一跨道橋(千葉県) 日本高圧コンクリート(株) 千葉県道路公社 ５月

みつかわ夢の里作業所(静岡県) 宮本組 ６月

七海３号橋作業所(石川県) オリエンタル建設(株) ６月

名岐春日床版工事作業所(愛知県) 矢作建設工業(株) 国土交通省 ６月

銚子港ケーソン作業所(千葉県) 鹿島建設(株) ６月

清洲ジャンクションＡランプ橋作業所

(愛知県)
三友建設(株) 日本道路公団 ６月

大和御所道路大和川高架下部工事（奈

良県）
アイサワ工業(株)

国土交通省

近畿地方整備局
６月     

                                                    



セボ ハードナ２０ 使用実績表２１

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

清洲ジャンクションＴ床版工事(愛知

県)
(株)淺沼組 日本道路公団 Ｈ１６． ６月

高根病院建築工事作業所(千葉県) 大昭建設(株)    ６月

富士天溝跨線橋(静岡県) 三井住友建設(株)     ６月

伊豆諸島ケーソン（その１） 坂田建設(株) 東京都 ７月

伊豆諸島ケーソン（その２） 日起建設(株) 東京都 ７月

霞ケ浦作業所(三重県) 東亜建設工業（株） 国土交通省 ７月    

大谷処理場(静岡県) 宮本組 ７月

大和御所道路田原本高架橋下部工事

（奈良県）
大林組ＪＶ

国土交通省

近畿地方整備局
   ７月

ポートステージ１４号棟作業所（新潟

県）
（株）本間組     ７月

神戸中央冷蔵作業所(兵庫県) 大旺建設（株） ７月

永平寺大野道路熊谷中央高架橋下部工

事（福井県）
西村組ＪＶ

国土交通省

近畿地方整備局
７月

西川田立体作業所(栃木県) 宇都宮土建工業(株) 国土交通省 ７月

矢作川ポンプ場作業所（愛知県） 戸田・山旺・丸洋ＪＶ ８月

たばなの里作業所（三重県） （株）竹中土木 ８月

甲南女子大学作業所（兵庫県） 大林道路（株） ８月

新笠梅橋作業所（静岡県） ＪＦＥエンジニアリング（株）
静岡県袋井土木事

務所
８月

みのりの里高架橋作業所(広島県) （株）日本ピーエス
国土交通省

中国地方整備局
８月

ＪＲ勝川作業所（愛知県） 東海建設（株） ８月

第２伊勢道Ⅱ作業所（三重県） 飛島・石吉ＪＶ ８月

龍ヶ崎処理センター建設工事（茨城

県）
西松建設（株） ８月

名塩道路尼子谷１号橋下部工事（兵庫

県）
（株）久本組

国土交通省近畿地

方整備局阪神国道

事務所

８月

白河作業所（福島県） 大成ロテック（株） ９月

日高自動車道平賀橋作業所（北海道） ピーシー橋梁（株） ９月

大和御所道路作業所（奈良県） 戸田建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局
９月

豊川南作業所（大阪府） （株）紙谷工務店 ９月

永平寺大野道路勝山作業所 りんかい日産建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局
９月

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表２２

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

神庭東橋上部仕上工事（東京都） （株）宏和エンジニアリング
東京都西多摩建設

事務所
Ｈ１６． ９月

森取水ポンプ場建設工事（静岡県） 正光建設(株) １０月

栗佐野高架橋建設工事（兵庫県） コーアツ工業（株）
国土交通省

近畿地方整備局
１０月

枇杷島駅東地区地下貯留池築造工事

（愛知県）
白石・岐建ＪＶ １０月

ヴィークタワーＯＳＡＫＡ新築工事

（大阪府）
清水建設（株） １０月

大野処理場建設工事（福井県） 飛島・高茂・杉田ＪＶ 大野市 １０月

矢作川浄化センター作業所（愛知県） 大成・三井住友・大本ＪＶ 愛知県下水道部 １０月

横防横須賀作業所（神奈川県）米軍基

地内
西松・飛島・間ＪＶ 防衛施設庁 １０月

生駒作業所(奈良県) 青木あすなろ建設（株） １０月

ＪＲ姫路作業所（兵庫県） 清水建設（株） １０月

大和御所道路大和八条高架工事（奈良

県）
（株）奥村組

国土交通省

近畿地方整備局
１０月

千歳橋下部工工事作業所（群馬県） 萬屋建設（株） 国土交通省 １０月

第５０２工区（桶井川）高架橋上下部

工（鋼橋）新設工事（その１１）
三菱・三井・日橋ＪＶ

福岡北九州高速道

路公社
１１月

能代作業所（秋田県） 国土総合建設（株） １１月

第５０２工区野多目高架橋作業所（福

岡県）
（株）日本ピーエス

福岡北九州高速道

路公社
１１月

波賀町防災今市改良工事(兵庫県) (株)川嶋建設 １１月

吉川中学校プール改修工事（兵庫県） 平尾・塩川・福田ＪＶ １１月

坪山作業所(栃木県) 鈴木建設（株） １１月

１７５号平野改良工事（兵庫県） 関西建設工業（株） １１月

銚子港作業所（千葉県） 鹿島建設（株） １２月

あづみ野新橋作業所（長野県） （株）岡谷組 国土交通省 １２月

三郷ジャンクション建設工事(埼玉県) 三菱・巴ＪＶ 国土交通省 １２月

立命館射撃場作業所（京都府） 大豊建設（株） １２月

高家バイパス道路改良工事（長野県） 北野建設（株） 国土交通省 １２月

原研土木作業所(茨城県) (株)間組 １２月

三郷サイホン作業所（愛知県） 安井建設（株） １２月

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表２３

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

田川第２終末処理場(栃木県) 宇都宮土建・菊池ＪＶ 宇都宮市 Ｈ１６．１２月

富村跨線橋作業所（島根県） オリエンタル建設（株） １２月

舞草橋作業所（岩手県） ドーピー建設工業（株） １２月     

小伊保田１号橋作業所（山口県） 極東工業（株）
国土交通省

中国整備局
Ｈ１７． １月

岩根橋作業所（広島県） 極東工業（株） １月

平成１６年度東名高速道路神領第二高

架橋支承補修工事（愛知県）
東急建設（株） 日本道路公団 １月

伊昆高架橋作業所（徳島県） (株)ハンシン建設 １月

第二京阪道路杉高架橋工事（大阪府） 安部工業所・丸考建設ＪＶ 日本道路公団 １月

平賀橋作業所（北海道） ピーシー橋梁（株） １月

北幹乙丸高架橋(石川県) （株）松田組

鉄道・運輸機構北

陸新幹線第二建設

局

１月

大谷川桶門新設工事（埼玉県） (株)鴻池組 １月

中央大橋工事作業所（岩手県） 錢高・ピーエス三菱ＪＶ 岩手県 １月

久喜高架橋下部工その１工事（埼玉

県）
(株)クボタ建設

国土交通省関東地

方整備局北首都国

道事務所

１月

環状北船伊那市御園（５）(長野県) (株)岡谷組 １月

東邦ガス作業所（三重県） 大成建設(株) １月

横江作業所（富山県） ハザマ・佐藤工業ＪＶ １月

三倉下橋作業所（福島県） （株）会津工建社 １月

稲沢調整池工事事務所（愛知県） 大林・不動ＪＶ ２月

巨椋桶門作業所（京都府） (株)フジタ ２月

ＫＪ１４１床版工事作業所(神奈川県) 井上工業（株） ２月

幸手都市ガス作業所(埼玉県) (株)ハザマ ２月

船見緑政作業所（愛知県） 日起建設(株) ２月

下根跨道橋作業所（茨城県） 常磐興産ピーシー（株） 国土交通省 ２月

東海高エネ研作業所（茨城県） 大成・錢高・森本ＪＶ
（独）日本原子力

研究開発機構
２月

田上橋作業所（石川県） 三井住友建設(株) ２月

泉高架橋作業所(福島県) 日本鋼弦コンクリート（株） 国土交通省 ２月     



セボ ハードナ２０ 使用実績表２４

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

高度浄水施設建設工事（千葉県） 西松建設（株）
東総広域水道企業

団
Ｈ１７． ２月

小田井工事事務所 (株)大林組 ２月

宇福寺雨水貯水池新設工事（愛知県） 徳倉建設(株) ２月

乙津橋補強工事作業所 川田建設(株) ２月

白鳥沢作業所（長野県） 高崎建設工業（株） ３月

一般国道１４０号道路改築工事新皆野

橋下部工作業所（埼玉県）
秩父土建（下部） 埼玉県 ３月

寺沢作業所（愛知県） 太啓建設(株) ３月

長野原作業所（群馬県） （株）本間組 ３月

豊晴ケーソン作業所（東京都） 五栄土木（株） 東京都 ３月

８号跨道橋作業所（静岡県） 興和コンクリート(株) ４月

戸賀作業所(秋田県) (株)板橋組 ４月

土橋ポンプ場作業所(愛知県) 矢作建設工業(株) 日本下水道事業団 ４月

徳山ダム国道付替６号橋作業所(岐阜

県)
オリエンタル・川田・昭和ＪＶ 国土交通省 ４月

海洋深層水取水施設整備工事(三重県) 清水建設(株) ４月

首都高ＯＥ３１工区作業所(埼玉県) (株)ピーシー橋梁 首都高速道路公団 ４月

矢切函渠その２工事(千葉県) (株)浅沼組
国土交通省

関東地方整備局
４月

市道弥富相生山線第４号道路改良工事

（愛知県）
安井建設(株) ４月

安曇野終末処理場作業所（長野県） （株）アスピア 日本下水道事業団 ４月

新日本製鐵（株）構内２ＣＧＬ工事

（愛知県）
大林・大成・五洋ＪＶ ４月

第５０２工区（野多目）高架橋上部工

作業所（福岡県）
松尾・ハルテックＪＶ

福岡北九州高速道

路公社
５月

し尿等下水道放流施設建設工事（大阪

府）
りんかい日産建設(株)

東大阪・大東市清

掃センター
５月

三機工業・甲賀衛生センター作業所

（滋賀県）
戸田建設(株) ５月

中郷浄化センター作業所(新潟県) (株)日曹建設 上越市 ５月

宇部海岸線厚南高架橋橋梁整備工事 宇部工業(株) 山口県 ５月

神鋼灘工事事務所(兵庫県) (株)大林組 ５月

菊水川放水路橋建設工事（栃木県） 川田建設(株) 栃木県 ５月

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表２５

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

神明蘇我共同溝作業所(千葉県) 大成・鹿島・西松ＪＶ
国土交通省

関東地方整備局
Ｈ１７． ５月

塚原道路作業所(静岡県) (株)福田組 ５月

三ケ日作業所（静岡県） 東亜・山平ＪＶ ５月

甚内ポンプ場築造工事(三重県) (株)萬建設 ５月

松本駅自由通路新設工事（長野県） 鉄建・清水ＪＶ 東日本旅客鉄道㈱ ６月

四日市霞ヶ浦北埠頭岸壁上部工事(三重

県)
大旺建設(株) 国土交通省 ６月

大前床固群工事作業所（群馬県） 萬屋建設(株) 国土交通省 ６月

名鉄鳴海作業所(愛知県) （株）吉田千組 ６月

港大橋耐震補強工事（愛知県） 五洋建設（株） ６月

古奈作業所(静岡県) 三井住友建設（株） ６月

御幸山作業所（愛知県） 安藤建設(株) ６月

橋梁下部工事(大阪府) 松嶋建設(株) ６月

大協土木作業所Ｈ‐１６‐３工区

（三重県）
大成建設(株) ６月

上小田井作業所(愛知県) 間・佐藤・名工ＪＶ ６月

児島湖流域下水道浄化センター（岡山

県）
前田・アイサワＪＶ 日本下水道事業団 ７月

羽田整備工事作業所(東京都) 安藤建設(株) ７月

弥富ポンプ場工事事務所(愛知県) 大林・白石・小島ＪＶ 愛知県土木部 ７月

中電西尾張作業所(愛知県) 青木あすなろ・西濃ＪＶ 中部電力 ７月

篠島漁港作業所（愛知県） 日起建設(株) 愛知県 ７月

下田ＪＶ作業所(静岡県) 東亜・りんかい日産ＪＶ 国土交通省 ７月

高岡１号線作業所(兵庫県) (株)牧野建設 ７月

芦屋造成工事作業所(兵庫) (株)フジタ ７月

山東ＰＡ作業所(兵庫県) 日本高圧コンクリート(株)
                                        

７月

田尻橋作業所(山口県) コーアツ工業(株) ７月

第３揚水機場吐水槽建設工事(千葉県) (株)竹中土木
両総農業水利事業

所                                             
８月

九州新幹線瀬高作業所（福岡県）
日本国土・三軌・柿原・九幹鹿、

瀬高中ＢＬ他ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構       

８月

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表２６

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

七尾中央水質処理棟管理センター作業

所（石川県）
浅沼・徳政ＪＶ 七尾市 Ｈ１７． ８月

国道４２３号道路改良工事作業所（大

阪府）
戸田・山本土木ＪＶ 大阪府 ８月

此木高架橋作業所（石川県） 三井住友建設（株） 国土交通省 ８月

西遠浄化センター作業所(静岡県) 戸田・須山ＪＶ 静岡県下水道公社 ８月

４２号松阪多気ＢＰ近鉄高架橋床版工

事（三重県）
安藤建設（株） 国土交通省 ８月

両国立坑作業所（東京） (株)森本組 国土交通省 ８月

頭地大橋作業所（熊本県） 味岡建設(株) 国土交通省 ８月

世田谷清掃工場作業所(東京都) 飛島建設ＪＶ
東京二十三区清掃

一部事務組合
８月

矢作川浄化センター作業所（愛知県） 大成・三井住友・大本ＪＶ 愛知県下水道課 ８月

大和御所道路庵治地区改良工事作業所

(奈良県)
（株）福田組

国土交通省

近畿地方整備局
８月

長沼ダム作業所（宮城県） 不動建設・橋本・奥田ＪＶ 宮城県 ８月

豊山中央幹線作業所（愛知県） 飛島建設(株) ９月

雲出川左岸浄化センターⅡ系水処理施

設建設工事（三重県）
佐藤・東海土建ＪＶ 三重県下水道公社 ９月

朝霞川作業所(兵庫県) 鉄建建設（株） ９月

東鐵九州作業所（福岡県） （㈱）大本組 ９月

由良高架橋作業所(兵庫県) （㈱）ノバック １０月

外郭流入作業所(埼玉県) （㈱）フジタ 国土交通省 １０月

徳山ダム作業所(岐阜県) 熊谷・大成・青木ＪＶ
独立行政法人

水資源機構
１０月

小牧発電所作業所（富山県） (株)ハザマ 関西電力 １０月

新都市交通舎人作業所(東京都) 東急・大基ＪＶ
東京都道路建設部

鉄道関連事業課
１０月

国道４１１号橋梁工事(山梨県) 大新工業(株) 山梨県土木部 １０月

第二名阪鳴海南作業所(愛知県) 鴻池・べクテル・大日本ＪＶ 中日本高速道路㈱ １０月

今泉第２高架橋耐震工事(神奈川県) 川田・さとう経常ＪＶ
                                        

１０月

下山田橋梁下部工作業所(福岡県) 九特興業(株) 福岡県土木部 １０月

宝塚野上造成工事(兵庫県) (株)ノバック
                  

１０月

大和御所道路十六面高架橋（奈良県） 鉄建建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局       
１０月

                                   



セボ ハードナ２０ 使用実績表２７

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

神鋼加古川工事事務所(兵庫県) 鹿島建設（株） Ｈ１７．１０月

太夫塚跨線橋上部工建設工事（栃木

県）
川田建設（株） １０月

三遠南信鳳来ＩＣランプ橋下部工事

（愛知県）
徳倉建設（株）

国土交通省

中部地方整備局
１１月

芦屋造成工事作業所(兵庫県) (株)フジタ １１月

姶良作業所（鹿児島県） 西松建設（株） １１月

小丸川ダム作業所(宮崎県) 間・熊谷・飛島・鉄建ＪＶ 九州電力 １１月

鴨野西工事作業所（大阪府） 大林ＪＶ １１月

沼袋１号橋上部工工事作業所(岩手県) 川田建設（株）
田野畑林農業環境

改善センター
１１月

徳山ダム国道６号橋付替工事（岐阜

県）
オリエンタル・川田・昭和ＪＶ

独立法人

水資源機構
１１月

新川ポンプ棟建設工事(愛知県) 名工建設（株） １１月

北千本木川２号砂防堰堤工事（長崎

県）
星野建設(株)

国土交通省

雲仙復興事務所
１１月

松阪作業所(三重県) 安藤建設(株) １１月

高家バイパス（５）あづみ野新橋作業

所（長野県）
(株)岡谷組

長野県土木部

道路建設課
１１月

下山バイパス高屋川橋下部工事作業所

(京都府)
ケイコン（株）

国土交通省福知山

河川国道事務所
１１月

シャリエ大津木宮新築工事（滋賀県） 大末建設（株） １１月

圏央道阿見高架橋作業所(茨城県) 極東工業(株)
国土交通省

関東地方整備局
１１月

渚処理場作業所(大阪府) 三井住友・機動ＪＶ
大阪府都市整備部

下水道課
１２月

３ＲＨ工事事務所(愛知県) （株）大林組 １２月

新田本線橋上部工事作業所（宮城県） (株)エムテック
宮城県

築館土木事務所
１２月

東北幹青森高田ＢＬ作業所(青森県) 若築・矢作・南ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構       

１２月

垂水造成工事作業所(兵庫県) (株)ノバック １２月

三河港作業所(愛知県) 神野建設(株) 愛知県建設部 １２月

元船Ａ１橋台作業所(長崎県) 町田工業(株)
長崎県

長崎土木事務所
１２月

九州新幹線鳥栖ＳｔＢＬ建設工事

(佐賀県)
西松・松尾・森永ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構       

１２月

大川橋Ａ１建設工事(京都府) 大舞・新和ＪＶ １２月

農政稲沢作業所（愛知県） 青木あすなろ建設（株）
農林水産省

東海農政局       
Ｈ１８． １月



  

セボ ハードナ２０ 使用実績表２８

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

山田トンネル工事事務所(岐阜県) 阪川建設・ケイコンＪＶ Ｈ１８． １月

甚内ポンプ場建設工事（三重県） 日起建設（株） 桑名市 １月

今市川橋作業所（島根県） 極東・大畑ＪＶ 島根県 １月

大柏木トンネル工事作業所（群馬県） 戸田・三井住友ＪＶ
国土交通省八ツ場

ダム工事事務所
１月

平成１６年度２３号雲出川橋下部工事

（三重県）
（株）白石

国土交通省

中部地方整備局
１月

日立建機南地区掘削試験場建設工事作

業所（茨城県）
常総開発工業（株） １月

中島人道橋新設下部工事作業所（茨城

県）
武藤建設（株） １月

安庭災害復旧工事（長野県） 北野建設（株）

国土交通省

関東地方整備局

長野国道事務所

２月

豊平橋作業所（長野県） （株）岡谷組 ２月

作手作業所（愛知県） 北河建設（株） ２月

県道日比野工事作業所（愛知県） 間・飛島・株木ＪＶ
名古屋高速道路公

社
２月

星岩橋作業所（福井県） (株)日本ピーエス ２月

木津川御幸橋下部工作業所（京都府） (株)錢高組 ２月

赤塩中央処理施設建設工事（長野県） 北野・村松ＪＶ 上水内郡飯綱町 ２月

柴田下水処理場内作業所（愛知県） 間・徳倉・佐伯ＪＶ
名古屋市

上下水道局
２月

樽川橋梁工事作業所（長野県） 北野建設(株)

農林水産省

関東農政局

長野農政事務所

２月

寄居町調整捜査築造工事（埼玉県） 近藤組 ２月

新幹線耐震補強宮城工事（宮城県） 仙建工業（株） ＪＲ東日本 ２月

新都市交通日暮里上部工作業所

（東京都）
福田・竹内ＪＶ

東京都道路建設部

鉄道関連事業課
２月

新都市交通江北舎人作業所（東京都） 青木あすなろ・金沢建設ＪＶ
東京都道路建設部

鉄道関連事業課
２月

大原南造成工事作業所(兵庫県) (株)フジタ ２月

日暮里舎人線上部仕上工事（その９）

（東京都）
大成・東武谷内田ＪＶ

東京都道路建設部

鉄道関連事業課
２月

徳田調圧施設作業所（岐阜県） オリエンタル建設（株） ２月

養老町中部浄化センター建設工事

（岐阜県）
土屋・佐竹ＪＶ

国土交通省中部地

方整備局下水道部
２月

雄踏小学校校舎改築工事作業所

（静岡県）
（株）中村組 浜松市 ２月



セボ ハードナ２０ 使用実績表２９

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

和光市総合体育館新築工事（埼玉県） 初雁興業（株） 和光市 Ｈ１８． ２月

平成１８年度天竜川水系片桐松川床固

工群工事（長野県）
シブキヤ建設（株）

国土交通省中部地

方整備局天竜川上

流河川事務所

２月

立馬橋作業所（群馬県） 渡辺・野口ＪＶ
国土交通省八ツ場

ダム工事事務所
３月

協和発酵作業所（三重県） 大成建設（株） ３月

東名阪自動車道長根（その２）工事

（愛知県）
大成・佐伯・本間ＪＶ 中日本高速道路㈱ ３月

九州新幹線筑後作業所（福岡県） 日本国土・三軌・石山ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構       

３月

第２名神草津作業所 金下建設ＪＶ 西日本高速道路㈱ ３月

あづみの新橋作業所（長野県） 竹村組 長野県 ３月

和田山作業所（兵庫県） 梁瀬工業（株） ３月

名号作業所（愛知県） （株）早野組 ３月

国道１４０号橋梁下部工事（長野県） 長田組土木（株） 国土交通省 ３月

三遠南信３号橋南下部工事（長野県） 大旺建設（株）
国土交通省

中部地方整備局
３月

石岡作業所（茨城県） 鉄建建設（株） ３月

国庫補助街路工事（栃木県） 興和コンクリート（株） ３月

あづみの新橋作業所（長野県） 北信土建（株） 長野県 ３月

永野第５橋工事（高知県） (株)日本ピーエス ３月

ＪＲ奈良作業所（奈良県） 大鉄工業（株） ＪＲ西日本 ３月

津島ポンプ場建設工事（愛知県） 間・名工・住田ＪＶ
愛知県海部建設事

務所
３月

九州新幹線西牟田作業所（福岡県） 鉄建・小牧・平ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構       

４月

北千本木川２号砂防堰堤越流部工事

（長崎県）
（株）下田組

国土交通省

雲仙復興事務所
４月

北千本木川２号右岸本体部工事

（長崎県）
（株）小場組

国土交通省

雲仙復興事務所
４月

甚水防除事業利根東部作業所（茨城

県）
常総開発工業（株） ４月

橘橋作業所（東京都西多摩郡） （株）錢高組 東京都 ４月

金沢市新幹線作業所（石川県） （株）治山社

鉄道・運輸機構北

陸新幹線第二建設

局

４月

浄水伊保原作業所（愛知県） 矢作建設工業（株） ４月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３０

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

サノヤスドッグ作業所（大阪府） 東洋建設（株） Ｈ１８． ４月

地下鉄１号線錦本町停留場建設工事作

業所（大阪府）
東急建設（株） 大阪市交通局 ４月

地下鉄荒畑駅作業所（愛知県） 飛島建設（株） 名古屋市交通局 ４月

知多南部浄化センター（愛知県） 鈴中工業（株） ４月

太平立坑作業所（大阪府） 鉄建・ハンシンＪＶ ４月

湯 水 沢 跨 道 橋 建 設 工 事 作 業 所   

（秋田県）
オリエンタル建設（株） ４月

飯井第１橋建設工事（山口県） 極東工業（株）

国土交通省

中国地方整備局

山口国道事務所

４月

日進浄化センター建設工事（愛知県） 小田急・鈴木ＪＶ 日本下水道事業団 ５月

渚調整池建設工事作業所（大阪府） 三井住友建設・機動建設工業ＪＶ ５月

白河厚生総合病院建設工事作業所

（福島県）
佐藤工業・白河地区ＪＶ

福島県厚生農業協

同組合連合会
５月

宝町調整池築造工事（大阪府） （株）矢野組建設工業 ５月

亀岡区画整理作業所 (株)フジタ 事業主体 京都府 ５月

衣浦西部浄化センター建設工事

（愛知県）
前田建設工業（株） ５月

北箕面ＰＦＩ工事作業所（大阪府） （株）大林組 ５月

平成１７年度（仮称）浜松Ｂ区役所新

築工事作業所（静岡県）
須山建設（株） 浜松市 ５月

鹿谷東高架作業所（福井県） 木原・坂川ＪＶ ５月

小右衛門作業所 飛島建設ＪＶ ５月

九幹鹿・亀岡Ｂｖ外２Ｃｐ製架他作業

所（熊本県）
極東・コーアツＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

５月

新長後橋建設工事（青森県） ドーピー建設工業（株） 青森県道路整備課 ５月

市道鬼頭明通線工事作業所（岩手県） ピーエス三菱（株）

岩手県 県南広域

振興局一関総合支

局土木部

５月

有明北雨水ポンプ場建設工事

（東京都）
鹿島・日本国土ＪＶ 東京都下水道局 ５月

圏央道館野高架橋上部その３工事

（茨城県）
松尾橋梁（株）

国土交通省関東地

方整備局常陸国道

工事事務所

６月

北部浄化センター建設工事（三重県） 熊谷・水谷・松岡ＪＶ 三重県下水道公社 ６月

桂第３跨道橋建設工事（茨城県） 昭和コンクリート（株）
国土交通省

関東地方整備局
６月

東武太田作業所（群馬県） 三井住友建設（株） 東武鉄道（株） ６月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３１

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

岩殿２号橋建設工事（静岡県） 西田鉄工（株） Ｈ１８． ６月

朝日浄化センター建設工事（富山県） 鹿島・深松ＪＶ ６月

地下鉄８号線作業所（大阪府） 大成建設（株） 大阪市交通局 ６月

中部浄化センター中央管理棟建設工事

（静岡県）
須山建設（株） 浜松市下水道部 ６月

僧尾地区処理施設建設工事（兵庫県） 日興建設（株） 神戸市行財政局 ６月

空港大橋建設工事（広島県） 三菱・石播・日立ＪＶ 広島県 ６月

東谷橋建設工事（鳥取県） 極東工業（株） ６月

田上橋建設工事（鹿児島県） コーアツ工業（株） ６月

泉川シールド作業所（京都府） フジタ・アイサワＪＶ ６月

下河東高架３号橋下部工事（山梨県） 国際建設（株） ６月

ロイヤルメゾン宝塚作業所（兵庫県） 村本建設（株） ６月

鳳アンダーパス建設工事（大阪府） 壷山建設(株) ６月

高エネ研素粒子実験ホール建設工事

（茨城県）
(株)竹中工務店

高エネルギー加速

器研究機構
６月

新交通ポートアイランド耐震補強工事

（兵庫県）
奥村組土木工業（株） 神戸新交通（株） ７月

日暮里舎入線上部工事（東京都） 鹿島・ハリマＪＶ
東京都道路建設部

鉄道関連事業課
７月

新日鐵工事所（愛知県） (株)奥村組 ７月

新井ビル２新築工事（埼玉県） 小川工業（株） ７月

浜岡原子力排気筒改造工事（静岡県） 鹿島建設ＪＶ 中部電力 ７月

東北新幹線牛館川ＢＬ他工事(青森県)
ハザマ・ＪＦＥ工建・穂積建設工業

ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

７月

中之島玉江橋建設工事（大阪府） 鴻池組ＪＶ ７月

イビデンエンジニアリングＬＮＧサテ

ライト建設工事（岐阜県）
(株)土屋組 ７月

篠ノ井環境整備４工事（長野県） 中野土建（株）

国土交通省

関東地方整備局

長野国道事務所

７月

新日鐵３ＲＨ工事事務所（愛知県） 大林組ＪＶ ７月

圏央道久喜工事作業所（埼玉県） 北野建設（株）

国土交通省

関東地方整備局

北首都国道事務所

８月

東名阪植田北工事作業所（愛知県） 戸田・大日本・奥村組土木興業ＪＶ 中日本高速道路㈱ ８月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３２

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

東名阪植田南工事作業所（愛知県） 飛島・森本・佐伯ＪＶ 中日本高速道路㈱ Ｈ１８． ８月

熱回収施設工事作業所（鹿児島県） 飛島建設（株）
姶良郡西部衛生処

理組合
８月

４７３号橋梁整備工事（静岡県） ドーピー・戸田ＪＶ 国土交通省 ８月

厚原浄水場作業所（静岡県） 井出徳建設（株） ８月

白山松任中央浄化センター作業所

（石川県）
竹中土木・治山社ＪＶ 日本下水道事業団 ８月

井吹台作業所（兵庫県） フジタ道路（株） ８月

川島高架橋作業所 昭和コンクリート（株） ８月

滝ノ水工事作業所（愛知県） 大成・東急・福田ＪＶ 中日本高速道路㈱ ８月

ひたちなか作業所（茨城県） 三井住友・日本ピーエスＪＶ ９月

付替県道６号橋建設工事（青森県） （株）ピーエス三菱
国土交通省

東北地方整備局
９月

大東ＢＯ新設工事作業所（島根県） 宮地建設工業（株） ９月

鍛冶畑川橋建設工事（山口県） (株)日本ピーエス
山口建築土木

事務所
９月

吹田山田造成工事（大阪府） （株）大林組 ９月

セインツタワーⅡ建設工事（山梨県） 長田組土木（株） ９月

大井川用水工事（静岡県） 安藤建設（株）
農林水産省

関東農政局
９月

三遠南信４号橋作業所（長野県） (株)アスピア
国土交通省

中部地方整備局
９月

東名阪相原作業所（愛知県） 前田・日特・水谷ＪＶ 中日本高速道路㈱ ９月

今治造船ＴＫ－１作業所（香川県） 東洋建設（株） ９月

静岡駅前地下広場作業所（静岡県） 前田・木内・平井工業ＪＶ
国土交通省

中部地方整備局
９月

竜洋（土木）作業所（静岡県） 熊谷組・林工組・中村組ＪＶ ９月

萩三隈道路工事作業所（山口県） 矢作建設工業（株）
国土交通省

中国地方整備局
９月

堀川シールド作業所（京都府） 飛島・西松・鴻池・古瀬・吉川ＪＶ 京都市下水道局 １０月

岡崎中学校建設工事作業所（静岡県） （株）中村組 湖西市 １０月

日野バイパス堀の内高架橋建設工事

（東京都）
ドーピー建設工業（株）

国土交通省

関東地方整備局
１０月

伊勢崎街道踏切除去工事（群馬県） 井上道路（株） 群馬県県土整備部 １０月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３３

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

伏木富山港道路橋梁上部工工事作業所

（富山県）
（株）ピーエス三菱・大本組ＪＶ

国土交通省

北陸地方整備局
Ｈ１８．１０月

潮路橋建設工事作業所（東京都） 安藤建設（株） 東京都第一建設局 １０月

境川浄化センター建設工事（愛知県） 飛島建設・徳倉・関ＪＶ １０月

あらかわクリーンセンター（福島県） 飛島・青柳ＪＶ １０月

トヨタＳ大林町宅地造成作業所

（愛知県）
矢作建設工業（株） １０月

小川作業所（長野県） 高崎建設工業（株） １０月

紀州大橋床版工事（和歌山県） 佐田建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局
１０月

棚橋川災害復旧工事（新潟県） 徳倉建設（株）
国土交通省

北陸地方整備局
１０月

湯郷トンネル作業所（岡山県） アイサワ工業（株）
国土交通省

中国地方整備局
１０月

梅田川シールド工事（宮城県） 鴻池組・奥田建設ＪＶ 仙台市建設局 １０月

広野楢葉町配水地作業所（福島県） （株）熊谷組 １０月

ＪＲ奈良高架作業所（奈良県） 大鉄工業(株) ＪＲ西日本 １０月

枚方造成作業所（大阪府） （株）フジタ 枚方市 １０月

安西作業所（静岡県） （株）白石 １０月

圏央道久喜作業所（埼玉県） 北野建設（株）
国土交通省

関東地方整備局
１０月

佐世保高架橋下部工Ｐ３６外工事

（長崎県）
宅島建設（株）

国土交通省

九州地方整備局
１１月

太田川作業所（静岡県） （株）三浦工務店 １１月

佐世保高架橋下部工工事（長崎県） （株）上滝
国土交通省

九州地方整備局
１１月

伊豆縦貫塚原道路建設工事（静岡県） （株）福田組
国土交通省

中部地方整備局
１１月

上鳥羽作業所（京都府） （株）古瀬組 １１月

朝霞大橋建設工事（埼玉県） 初雁興業（株） 埼玉県県土整備部 １１月

安房３号橋建設工事（千葉県） ピーシー橋梁（株）
独立行政法人

緑資源機構
１１月

国道４２４号（仮称：新高城橋）道路

改築工事（和歌山県）
日本橋梁（株）

和歌山県

県土整備部
１１月

国道３７４号湯郷第二（仮称）トンネ

ル工事（岡山県）
アイサワ工業・大嘉建設ＪＶ 岡山県 １１月

滝谷川樋門新設工事（徳島県） （株）姫野組
国土交通省

四国地方整備局
１２月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３４

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

安威川ポンプ場建設工事（大阪府） 岸本建設・奥野組ＪＶ 大阪府都市整備部 Ｈ１８．１２月

中里高架橋下部工工事（長崎県） 村本建設（株）
国土交通省

九州地方整備局
１２月

露橋下水処理場（３）作業所

（愛知県）
前田・清水・吉川ＪＶ

名古屋市

上下水道局
１２月

本山浄水場内山本接合井改造工事

（兵庫県）
大日本土木（株） １２月

豊田合成瀬戸工事（愛知県） 鹿島建設（株） １２月

仙岩地区橋梁耐震補強工事（秋田県） （株）沢木組
国土交通省

東北地方整備局
１２月

磯子サイロ補強工事（神奈川県） （株）大林組 １２月

津島ポンプ場築造工事（愛知県） ハザマ・名工・住田ＪＶ 愛知県 １２月

大高作業所（愛知県） ジェイアール東海建設（株） １２月

末広陸橋耐震補強工事（群馬県） （株）研屋
高崎市建設部

土木課
１２月

長岡跨道橋補修工事（茨城県） 横河工事（株）
国土交通省

関東地方整備局
１２月

中央簡易水道工事（岡山県） (株)小田組 １２月

弘前作業所（青森県） アイサワ工業（株） １２月

望月橋建設工事（長野県） （株）宮下組 １２月

農政一宮作業所（愛知県） 青木あすなろ建設（株）
農林水産省

東海農政局
１２月

国道３６１号木曽町地蔵バイパス

１８－２工区作業所（長野県）
(株)アスピア

国土交通省

中部地方整備局
１２月

白子川護岸工事（東京都） 大成・総成ＪＶ
東京都

第四建設事務所
１２月

相模原インターチェンジ作業所

（神奈川県）
コーアツ工業（株）

国土交通省

関東地方整備局
１２月

小牧水処理センター作業所（愛知県） 戸田・日特ＪＶ １２月

１号一色大橋下部工事（愛知県） 徳倉建設（株）
国土交通省

中部地方整備局
１２月

平成１８年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その２） （東京都）
奥村組土木興業（株） 東京都 Ｈ１８年

平成１８年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その３） （東京都）
五洋建設（株） 東京都 Ｈ１８年

平成１８年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その４） （東京都）
五栄土木（株） 東京都 Ｈ１８年

平成１８年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その６） （東京都）
（株）大本組 東京都 Ｈ１８年

平成１８年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その７） （東京都）
坂田建設（株） 東京都 Ｈ１８年



セボ ハードナ２０ 使用実績表３５

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

福岡２０１号多田地区改良工事

（福岡県）
柴田建設工業（株）

国土交通省

九州地方整備局
Ｈ１８．１２月

瀬戸内市邑久浄化センター建設工事

（岡山県）
竹内・中山ＪＶ 日本下水道事業団 １２月

秩父市立第一中学校改築工事

（埼玉県）
ナカノフドー・石川ＪＶ １２月

さしま熱回収施設建設工事（茨城県） 五栄土木（株）
さしま環境管理

組合
１２月

県道雀宮真岡線宮岡橋下部工工事

（栃木県）
鹿島・白石ＪＶ 栃木県土整備部 １２月

雲南市木次三刀屋浄化センター作業所

（島根県）
都間・周藤ＪＶ 日本下水道事業団 Ｈ１９． １月

西鶴跨線橋建設工事（熊本県） 川田建設（株） １月

宇野港ケーソン製作工事（岡山県） 大谷建設（株） １月

本宮作業所（和歌山県） （株）吉田組 １月

助光ポンプ場築造工事（愛知県） 飛島・大日本・矢作ＪＶ
名古屋市

上下水道局
１月

桃山ポンプ場築造工事（和歌山県） 戸田建設（株）
和歌山県

県土整備部
１月

松阪浄化センター建設工事（三重県） （株）奥村組 １月

大滝幹線８号線秩父神岡橋建設工事

（埼玉県）
日本高圧コンクリート（株） １月

九幹鹿、筑後羽犬塚ＢＬ他工事

（福岡県）
前田・徳倉・大藪ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

１月

平井第８工区最終処分場(大阪府) 大成建設(株) ２月

小坂製錬㈱新炉建屋新築工事(秋田県) 清水建設・秋田工営ＪＶ ２月

土屋大橋建設工事（青森県） ピーエス三菱・安部日鋼ＪＶ
国土交通省

東北地方整備局
２月

神領駅改築工事西工区（愛知県） ジェイアール東海・前田・佐藤ＪＶ 東海旅客鉄道㈱ ２月

１級河川寝屋川水系松原南調整池築造

工事（大阪府）
清水・東亜・国土総合ＪＶ ２月

菅田高架橋建設工事（栃木県） ドーピー建設工業（株） 東日本高速道路㈱ ２月

和田山八鹿道建屋橋建設工事

（兵庫県）
北垣建設(株)

国土交通省

近畿地方整備局
２月

横江頭首工建設工事（富山県） ハザマ・佐藤ＪＶ
農林水産省

北陸農政局
２月

車両重量計測設備作業所（愛知県） 大和製衝（株） ２月

国補総合流域防災工事大川作業所

（長野県）
（株）岡谷組

長野県

諏訪建設事務所
２月

青木推進工事作業所（兵庫県） （株）ハンシン建設 ２月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３６

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

洲本川護岸工事（兵庫県） （株）森長組 Ｈ１９． ２月

赤穂川作業所（茨城県） ピーシー橋梁（株） ２月

水内余水路建設工事（長野県） 前田・小池・更水ＪＶ 東京電力 ２月

小原ダム北原日登３号橋建設工事

（島根県）
ＪＦＥシビル（株）

国土交通省

中国地方整備局
２月

百里飛行場北側調整池整備工事

（茨城県）
（株）フジタ

国土交通省

関東地方整備局
２月

米谷橋橋梁補修工事（奈良県） 横河工事（株）
国土交通省

近畿地方整備局
２月

伊丹消防作業所（兵庫県） フジタ道路（株） ２月

小川作業所（長野県） 高崎建設工業（株） ２月

淡路地区（生穂地区）雨水間設置工事

（兵庫県）
（株）友興組 ２月

八景橋建設工事（青森県） ドーピー建設工業（株） 青森県県土整備部 ２月

谷津線橋梁下部工工事（静岡県） 東海建設（株） ２月

半田常滑線道路改良工事（愛知県） （株）七番組 愛知県 ２月

奈良県大宮高架橋橋梁下部工事

（奈良県）
戸田・壷山・中村・菅野ＪＶ 奈良県道路建設課 ３月

平成１７年度国補道路改良工事（国）

４０６号須坂市村山橋（２）作業所

（長野県）

飯田鉄工（株） 長野県 ３月

平成１８年度紀勢線銚子川橋梁下部工

事（三重県）
（株）白石

国土交通省

中部地方整備局
３月

新エネボイラー新設基礎工事

（静岡県）
大成建設（株） ３月

浜松市城西浄化センター（静岡県） 須山建設(株) 日本下水道事業団 ３月

垂水区三ツ池作業所（兵庫県） 青木あすなろ建設（株） ３月

蒲郡高架西工区高架橋新設工事

（愛知県）
戸田・大木・東洋ＪＶ 東海旅客鉄道㈱ ３月

中島作業所（和歌山県） 安藤・中井ＪＶ ３月

茅野作業所（長野県） 川田建設(株) ３月

鬼怒川新橋建設工事（茨城県） 白石・柳沢ＪＶ 茨城県土木部 ３月

七尾作業所（石川県） 東洋建設（株） ３月

山電姫路作業所（兵庫県） 鹿島建設他ＪＶ 山陽電鉄 ３月

東京製鐵作業所（愛知県） 大成建設（株） ３月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３７

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

グランスイート相原郷作業所

（愛知県）
大豊建設（株） Ｈ１９． ３月

寺谷浄水池築造工事（静岡県） （株）イトー 静岡県企業局 ３月

東川橋建設工事（群馬県） ドーピー・ピーシーＪＶ 群馬県道路整備課 ３月

ゆめが丘浄水場建設工事（三重県） 飛島・日本土建・三和ＪＶ 三重県企業庁 ３月

東北幹・三内丸山ＢＬ工事（青森県） 錢高・浅沼・井上・志田ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

３月

伊毘高架橋作業所（兵庫県） （株）イスミック
本州四国連絡

高速道路㈱
３月

三重作業所（三重県） 飛島建設・朝日土木ＪＶ ３月

福田処理施設建設工事（青森県） 松本工務店・助川建設ＪＶ ４月

原山跨線橋建設工事（愛知県） 矢作建設工業（株） ４月

宮ノ前橋建設工事（福島県） 興和コンクリート（株） ４月

緊街第１７－７号（２工区）北四番町

大衝線(北山工区)道路改築工事

（宮城県）

橋本・佐清工業ＪＶ 仙台市建設局 ４月

富士地区土木作業所（静岡県） 大成建設（株） ４月

村山橋（その２）工事（長野県） （株）岡谷組 長野県建設部 ４月

堺出張所（大阪府） 西松建設（株） ４月

有栖川中央幹線作業所（京都府） 公成建設（株） 京都市上下水道局 ４月

岡 山 西 バ イ パ ス 野 殿 高 架 橋     

第三下部工事（岡山県）
村本建設（株）

国土交通省

中国地方整備局
４月

大和川共同溝作業所（大阪府） 大林・西松・飛島ＪＶ
国土交通省

近畿地方整備局
４月

原山跨線橋作業所（愛知県） 矢作建設工業（株） ４月

松阪浄化センター建設工事（三重県） （株）奥村組 三重県下水道公社 ４月

富士見橋建設工事（東京都） （株）白石 東京都都市整備局 ４月

上田市南部終末処理場（長野県） 北野建設（株） 日本下水道事業団 ４月

中村工区５号橋建設工事（島根県） 極東工業（株） 島根県県土整備局 ４月

マツダ宇品発電所作業所（山口県） 戸田建設（株） ４月

平井第８工区最終処分場（大阪府） 大成建設（株） ４月

桃山ポンプ場作業所（和歌山県） 戸田建設（株）
和歌山県

那賀振興局
４月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３８

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

箕輪浄水場建設工事（長野県） （株）宮坂組
長野県上伊那広域

水道用水企業団
Ｈ１９． ４月

黄瀬浄化センター建設工事（滋賀県） 三東工業社・金田ＪＶ 滋賀県 ５月

敦賀原子力護岸工事（福井県）
敦賀発電所３，４号機

防波堤・護岸設置工区共同企業体
日本原子力発電㈱ ５月

水晶山作業所 日下部建設（株） ５月

八王子シールド作業所（東京都） 西松建設(株) 東京都水道局 ５月

第二京阪東倉治作業所（大阪府） 飛島建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局
５月

小松市環境美化センター（石川県） 松田組 小松市 ５月

吹田山田造成工事（大阪府） （株）大林組 ５月

岐阜（１８）駐機場等整備工事

（岐阜県）
奥村組土木工業（株） 防衛省 ５月

住友金属尼崎作業所（大阪府） 東急建設（株） ５月

中ノ沢作業所（長野県） 淺川建設工業（株） ５月

甲賀上水作業所（滋賀県） 飛島建設（株）
滋賀県企業庁

甲賀水道事務所
５月

新巻道路改良工事（宮城県） （株）橋本 仙台市 ５月

栄川大橋橋りょう整備工事

（上部工第１工区）（山口県）
ジェイアール東海建設（株） 山口県 ５月

多摩川上流水再生センター

水処理施設その１４工事（東京都）
戸田建設（株） 東京都下水道局 ６月

池の沢作業所（長野県） （株）岡谷組 ６月

志賀島弘砂防工事（福岡県） (株)竹内土建 ６月

前沢川作業所（長野県） 池田建設（株）
長野県土木部

伊那建設事務所
６月

大州貯留池建設工事（広島県） フジタ・公成・鴻治ＪＶ 広島市下水道局 ６月

紀勢インターチェンジ工事（三重県） 竹中土木・大日本土木ＪＶ 中日本高速道路㈱ ６月

駒ヶ嶺跨線橋建設工事（福島県） 常磐興産ピーシー（株）
国土交通省

東北地方整備局
６月

岡崎東部作業所（愛知県） 不動・シーテック・東豊ＪＶ ６月

三ッ池作業所（兵庫県） 青木あすなろ建設（株） ６月

四日市庁舎耐震補強工事（三重県） 戸田建設（株） 四日市市 ６月

学か丘擁壁建設工事（兵庫県） 五洋建設（株） ６月

富士見橋建設工事（東京都） 東急建設（株） 東京都都市整備局 ６月



セボ ハードナ２０ 使用実績表３９

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

東名阪平針工区工事（愛知県） 大林・西松・東亜ＪＶ 中日本高速道路㈱ Ｈ１９． ６月

アドバンテスト作業所（宮城県） 清水建設（株） ６月

後川原橋建設工事（栃木県） 興和コンクリート（株）
栃木県

足利土木事務所
６月

水循環センター建設工事（福井県） ササキ工業 ７月

富山大橋建設工事（富山県） 松原建設（株） 富山県土木部 ７月

西田川橋建設工事（福島県） （株）ピーエス三菱 ７月

大山第一号跨道橋建設工事（大分県） 昭和コンクリート（株） ７月

加古川南北道路作業所（兵庫県） （株）ノバック 兵庫県 ７月

江刺作業所（岩手県） 飛島ＪＶ ７月

Ｒ１作業所（兵庫県） みらい建設工業（株） ７月

新丸山ダム原石山線作業所（岐阜県） 大旺建設（株）
国土交通省

中部地方建設局
７月

沖縄科学技術学院大学工事

（沖縄県）
（株）大林組

沖縄科学技術研究

基盤整備機構
７月

蓮台寺作業所（九州地区） 鴻池・明興ＪＶ ７月

新幹線筑後作業所（福岡県） 飛島・森・松本ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

７月

都市高速５０３工区その８（福岡県） 山口建設工業（株）
福岡北九州高速

道路公社
８月

九幹竜北南ＢＬ工事（福岡県） 鉄建・大旺・中村ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

８月

下館ＢＰ作業所（茨城県） 昭和コンクリート工業（株）
国土交通省

関東地方整備局
８月

新日鉄工事事務所（愛知県） （株）大林組 ８月

鈴蘭台北町開発工事（兵庫県） 奥村組土木興業（株）     ８月

福崎浄化センター作業所（兵庫県） 八幡建設（株） 日本下水道事業団 ８月

利府野中作業所（宮城県） （株）間組 ８月

北関東自動車道桜川舗装工事

（茨城県）
世紀東急工業・常磐工業ＪＶ 東日本高速道路㈱ ８月

南陽バイパス作業所（山形県） 升川建設（株）
国土交通省

東北地方整備局
９月

新横山橋作業所（岐阜県） （株）白石
国土交通省

中部地方整備局
９月

さがみ縦貫道渡河橋建設工事

（神奈川県）
（株）ピーエス三菱

国土交通省

関東地方整備局
９月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４０

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

日進北部浄化センター作業所

（愛知県）
飛島・矢作ＪＶ Ｈ１９． ９月

九幹船小屋高架作業所（福岡県） 大成・大本・石山ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

９月

浜松市立春野中学体育館（静岡県） 中建・正久ＪＶ 浜松市 ９月

割谷補助通常砂防工事（滋賀県） 京滋建設（株） ９月

横谷トンネル作業所（京都府） 鹿島道路（株）
国土交通省

近畿地方整備局
９月

南陽バイパス作業所（山形県） 升川建設（株）
国土交通省

東北地方整備局
９月

さがみ縦貫道渡河橋建設工事

（神奈川県）
（株）ピーエス三菱

国土交通省

関東地方整備局
９月

梅林高架橋建設工事（福岡県） オリエンタル建設（株）
国土交通省

九州地方建設局
９月

泊野ＩＣ建設工事（鹿児島県） ドーピー建設工業（株）
国土交通省

九州地方建設局
９月

玉名処理場建設工事（熊本県） 三井住友建設（株） 日本下水道事業団 １０月

水無川上流橋建設工事（九州地区） （有）坂本建設 １０月

新秋谷川作業所（九州地区） オリエンタル白石（株） １０月

国道４４４号道路改良工事（佐賀県） 松尾・森永ＪＶ 佐賀県土木部 １０月

九幹筑後蔵数作業所（福岡県） 大豊・株木・才田ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

１０月

扇町ポンプ場建設工事（宮城県） 長谷川建設ＪＶ 仙台市建設局 １０月

関ボックス作業所（愛知県） 三井住友建設（株） １０月

名塩道路建設工事（兵庫県） 石黒建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局
１０月

北八幡雨水調整池建設工事（長野県） 北野建設（株） 長野市建設部 １０月

坪井川橋梁工事（熊本県） 極東工業・興和ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

１０月

宮浦３号橋上部工事（熊本県） 三井住友建設（株）
国土交通省

九州地方建設局
１１月

立野福川線橋梁工事 オリエンタル白石（株） １１月

片桐松川新井地区床固工群工事

（長野県）
シブキヤ建設（株）

国土交通省

中部地方整備局
１１月

東急車輛工場内作業所（神奈川県） 東急建設（株） １１月

越谷レイクタウン作業所（埼玉県） 戸田建設（株） １１月

阿寺橋作業所（長野県） 石播・川田ＪＶ １１月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４１

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

大村東彼６号橋作業所（長崎県） オリエンタル白石・西海ＪＶ Ｈ１９．１１月

新小勝線橋梁建設工事（鹿児島県） コーアツ工業（株） １１月

上佐脇高架橋建設工事（愛知県） （株）安部日鋼工業
国土交通省

中部地方整備局
１１月

蓮沼橋建設工事（茨城県） ドーピー建設工業（株） １１月

知立バイパス作業所（愛知県） 株木建設（株）
国土交通省

中部地方整備局
１１月

川口地区堤防補強工事（京都府） （株）古瀬組 １１月

平成１８年度国３６２号橋橋梁

整備工事（静岡県）
安藤建設（株）

国土交通省

中部地方整備局
１１月

横須賀米軍基地内作業所（神奈川県） （株）大林組 １１月

播磨造成作業所（三重県） 大日本土木（株） １１月

ＪＲ嵯峨野線作業所（京都府） 大成建設（株） ＪＲ西日本 １１月

さがみ縦貫厚木地区道路改良

（その８）工事 （神奈川県）
（株）小島組

国土交通省

関東地方整備局
１２月

茅ヶ丘東部地区敷島第３－３工区道路

作業所（山梨県）
長田組土木（株） １２月

１３号地小型船たまり防波堤工事

（東京都）
五栄土木（株） 東京都 １２月

糸魚川作業所（新潟県） 大鉄工業（株） １２月

１号中野町ＩＣ橋建設工事（静岡県） （株）安部日鋼工業
国土交通省

中部地方整備局
１２月

北幹第１天香寺橋橋梁工事（富山県） 興和・極東ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

１２月

九州新幹線津福２期工事（九州地区） （株）塩月工業 １２月

熊本駅作業所（熊本県） 日光建設（株） １２月

ＹＤＮＢ工事事務所 奥村・山九ＪＶ １２月

第二京阪（大阪北道路）日新地区下部

その他工事（大阪府）
（株）大林組

国土交通省

近畿地方整備局
１２月

大宮高架橋橋梁下部工事（奈良県） 戸田・壷山・中村・管野ＪＶ
国土交通省

近畿地方整備局
１２月

国道２号上島橋耐震補強工事(広島県) 宮田建設（株）
国土交通省

中国地方整備局
１２月

名鉄河和線太田川仮線高架作業所

（愛知県）
戸田建設(株) １２月

平成１９年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その１） （東京都）
五栄土木（株） 東京都 Ｈ１９年

平成１９年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その３） （東京都）
国土総合建設（株） 東京都 Ｈ１９年



セボ ハードナ２０ 使用実績表４２

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

平成１９年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その４） （東京都）
（株）吉田組 東京都 Ｈ１９年

平成１９年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その５） （東京都）
ヤマト工業（株） 東京都 Ｈ１９年

北波多１・２号橋作業所（佐賀県） オリエンタル白石（株）
国土交通省

九州地方整備局
Ｈ２０． １月

名鉄江南駅改修工事（愛知県） 戸田建設（株） １月

山形キャッスル作業所（山形県） 三井住友建設（株） １月

木島橋建設工事（茨城県） （株）日本ピーエス 茨城県 １月

下田高架橋建設工事（奈良県） （株）ハルテック 奈良県 １月

長沼ダム作業所（宮城県） 小野田建設（株） 宮城県 １月

関の沢橋下部工事（静岡県） オリエンタル白石（株） 静岡市 １月

三河島水再生センター内作業所

（東京都）
三井住友建設（株） 東京都 １月

神鋼灘浜作業所（兵庫県） 関口建設（株） １月

北幹富山作業所（富山県） ハザマ・みらい・中越興業ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

１月

中島用水路橋建設工事（埼玉県） 宮地建設工業（株） １月

山田川橋作業所（新潟県） ドーピー建設工業（株） 新潟県 １月

利根川橋建設工事（群馬県） （株）富士ピーエス １月

摺渕橋建設工事（群馬県） ドーピー建設工業（株） １月

横須賀米軍基地内作業所（神奈川県） （株）大林組 １月

明治橋建設工事 オリエンタル白石（株） ２月

大分１０号７工区作業所（大分県） 大豊建設（株） ２月

Ｒ４４２跨道橋建設工事（九州地区） オリエンタル白石（株） ２月

葛城農業用水路（奈良県） 丸磯建設（株） ２月

ＬＮＧ清水作業所（静岡県） 川口組・大林組ＪＶ ２月

倉敷立体大西高架橋下部工事 （株）竹内組
国土交通省

中国地方整備局
２月

佐世保ハイブリットケーソン作業所

（長崎県）
家島建設（株） ２月

横浜環状２出張所（神奈川県） 西松建設（株） ２月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４３

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

豊田南ＢＰ作業所（愛知県） 坂川建設（株）
国土交通省

中部地方整備局
Ｈ２０． ２月

下町浄化センター建設工事

（神奈川県）
地崎・東ＪＶ 横須賀市 ２月

千里中央歩道橋建設工事（大阪府） 三井住友建設（株） 豊中市 ２月

地下鉄鳴尾北駅作業所（愛知県） ハザマＪＶ ２月

岩沼地区橋梁工事（宮城県） （株）橋本
国土交通省

東北地方整備局
２月

割谷補助通常砂防工事（滋賀県） 京滋建設（株） 滋賀県 ２月

福岡２０１号鶴三緒橋下部工工事

（福岡県）
松鶴建設（株）

国土交通省

九州地方整備局
２月

熊生川橋梁工事作業所（新潟県） オリエンタル白石・永倉ＪＶ
名古屋高速道路

公社
３月

県道高速名古屋新宝線日比野工区下部

工事（愛知県）
ハザマ・飛島・株木ＪＶ ３月

新宮港ケーソン製作工事（和歌山県） 大谷建設（株） 和歌山県 ３月

酒匂川下水道左岸処理場内作業所

（神奈川県）
佐藤工業（株） 神奈川県 ３月

田ノ代海岸護岸整備工事（兵庫県） 原田建設（株） 兵庫県 ３月

伊達衛生処理組合汚泥再生処理

センター建設工事（福島県）
戸田建設（株） ３月

中川小学校南校舎改築工事（静岡県） （株）中村組 静岡県浜松市 ３月

金沢港桟橋建設工事（石川県） （株）ピーエス三菱 ３月

島田作業所（静岡県） 徳倉建設（株） ３月

須賀川作業所（福島県） 鉄建建設（株） ３月

山王ＪＣＴ工区上下部工事（愛知県） 石播・日本国土・住重ＪＶ
名古屋高速道路

公社
３月

高瀬山トンネル建設工事（島根県） （株）フジタ
国土交通省

中国地方整備局
４月

加納跨道橋建設工事（富山県） （株）富士ピーエス
国土交通省

北陸地方整備局
４月

川北配水地建設工事（香川県） （株）安部日興工業 ４月

アドバンス電気工業（株）

第３工場建設工事
鹿島建設（株） ４月

亀ケ城作業所（福島県） 八光・村越ＪＶ
独立行政法人

都市再生機構
４月

新室生寺橋建設工事（奈良県） （株）サクラダ 奈良県 ４月

圏央道藤井高架橋下部その４工事

（埼玉県）
奥村組土木興業（株）

国土交通省

関東地方整備局
４月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４４

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

豊田市梅坪ポンプ場建設工事

（愛知県）
太啓・小野ＪＶ 日本下水道事業団 Ｈ２０． ５月

下３号橋建設工事（静岡県） 安部日興・静鉄・産業ＪＶ 静岡市 ４月

尾道松江自動車道三玉改良工事

（広島県）
大成建設（株）

国土交通省

中国地方整備局
５月

当知シールド作業所（愛知県） 若築建設（株）
名古屋市

上下水道局
５月

麻生アーチ橋建設工事（石川県） （株）ピーエス三菱
国土交通省

北陸地方整備局
５月

地下鉄相生山駅建設工事（愛知県） 前田・住友・浅沼ＪＶ 名古屋市交通局 ５月

小右衛門作業所（東京都） 飛島・戸田・奥村ＪＶ 東京都水道局 ５月

中野東ＩＣ改良工事（広島県） 佐伯国総建設（株）
国土交通省

中国地方整備局
５月

東浦石浜地区造成工事（愛知県） 名工建設・花井・東浦ＪＶ 愛知県企業庁 ５月

上田市菅平浄化センター建設工事

その３（長野県）
竹花組・宮下組ＪＶ 日本下水道事業団 ５月

第３浄水場総合整備事業配水地

築造工事（京都府）
上島・木田・三興ＪＶ ５月

厨作業所（福井県） 宮地・片山ＪＶ ５月

大胡桃作業所 （株）フジタ ５月

深日港作業所（大阪府） 中上建設（株） 大阪府 ５月

神鋼加古川作業所（兵庫県） 大成建設（株） ５月

中之島玉江橋建設工事（大阪府） 岸本・川嶋ＪＶ ５月

鈴鹿西之城戸作業所（三重県） （株）大林組 ５月

押切ポンプ場改良土木建設工事

（千葉県）
上条建設（株） 市川市 ６月

大門ポンプ場建設工事（愛知県） 飛島・河村ＪＶ 日本下水道事業団 ６月

九幹筑紫トンネル建設工事（福岡県） 鹿島・地崎・さとう・松山ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

６月

ＪＲ八木工事（京都府） 西松建設（株） ＪＲ西日本 ６月

福田橋建設工事（山形県） （株）ピーエス三菱 ６月

横戸黒砂作業所（千葉県） 間組ＪＶ ６月

庄内通理駅改良工事（愛知県） 岐建（株） 名古屋市交通局 ６月

勝田台ステン排水地建設工事

（千葉県）
（株）安部日鋼工業

八千代市

上下水道局
６月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４５

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

新横山橋建設工事（岐阜県） オリエンタル白石（株）
国土交通省

中部地方整備局
Ｈ２０． ６月

郡上北舗装工事（岐阜県） 中部土木・市川工務店ＪＶ 中日本高速道路㈱ ７月

天白橋建設工事（三重県） 川田建設（株） ７月

庄之又川７号橋株工事（新潟県） (株)水倉組
国土交通省

北陸地方整備局
７月

八条高架橋建設工事（兵庫県） 極東興和（株） ７月

蟹ケ谷作業所（神奈川県） 徳倉建設（株） ７月

上田処理場建設工事（長野県） 岡谷・丸子ＪＶ ７月

大阪北港・南作業所（大阪府） あおみ建設（株） ７月

高速３号線作業所（広島県） 東洋・格正ＪＶ 広島高速道路公社 ８月

北陸新幹線第一天香寺作業所

（富山県）
極東興和（株）

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

８月

尾道松江自動車道杉戸第二橋下部工事

（島根県）
あおみ建設（株）

国土交通省

中国地方整備局
８月

衣浦港床版改修工事（愛知県） （株）七番組 愛知県建設部 ８月

上牧開発造成工事（奈良県） 中村建設（株） ８月

駅前線橋梁工事（広島県） 安部日興工業（株） 広島市 ８月

鳥取自動車道円通寺高架橋建設工事

（鳥取県）
（株）富士ピーエス

国土交通省

中国地方整備局
８月

古園１号橋建設工事（宮崎県） 極東興和（株） 宮崎県 ８月

ＪＲ嵯峨野線作業所（京都府） 大成建設（株） ＪＲ西日本 ８月

大谷口作業所（東京都） （株）竹中土木 ９月

加瀬地区橋梁下部工事（宮城県） 後藤工業（株）
国土交通省

東北地方整備局
９月

阿武隈急行（株）東西基地内工事

（福島県）
仙建工業（株） ９月

都市高速２号線作業所（広島県） 極東興和・オリエンタル白石ＪＶ 広島高速道路公社 ９月

衣浦港３号地廃棄物最終処分場整備事

業護岸工事（愛知県）
五洋・不動テトラ・小島ＪＶ

（財）愛知県臨海

環境整備センター
９月

名神追分擁壁修繕工事（滋賀県） 公成建設（株） 西日本高速道路㈱ ９月

西堀川シールド作業所（京都府） 飛島・ハンシン・公成ＪＶ 京都市上下水道局 ９月

浜松市立積志小学校建設工事

（静岡県）
須山建設（株） 浜松市 ９月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４６

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

橋本道路大野第三高架橋下部工事

（和歌山県）
村本建設（株）

国土交通省

近畿地方整備局
Ｈ２０． ９月

養父作業所（兵庫県） あおみ建設（株） １０月

越中島水道作業所（東京都） 勝村建設（株） １０月

尾原ダム１号橋建設工事（島根県） （株）富士ピーエス
国土交通省

中国地方整備局
１０月

小栗トンネル作業所（石川県） アイサワ工業（株）
国土交通省

北陸地方整備局
１０月

楢ノ木治山工事 （株）フジタ
農林水産省

関東森林管理局
１０月

大淀桜ヶ丘浄水場整備工事（奈良県） （株）森下組 １０月

山口地区センター作業所（兵庫県） （株）一剛組 １０月

コスモ堺工事作業所（大阪府） （株）大林組 １０月

北川尻浄化センター作業所（石川県） 治山社・南建設ＪＶ 日本下水道事業団 １０月

３浄水場総合整備事業配水地作業所

（京都府）
上島・木田・三興ＪＶ １０月

一般国道（新）３７１号道路改良工事

２工区（大阪府）
木下建設（株） 大阪府 １０月

つくば作業所（茨城県） あおみ建設（株） １１月

大島ダム作業所（愛知県） 吉川建設（株） （独）水資源機構 １１月

八束穂作業所（愛知県） 名工建設（株） １１月

高津橋建設工事（兵庫県） 岡野建設工業 １１月

守山古高工区（滋賀県） （株）アルファー建設 滋賀県 １１月

第２音戸大橋音戸側下部工工事

（広島県）
（株）芳信建設

国土交通省

中国地方整備局
１１月

雲川高架橋建設工事（兵庫県） ＪＦＥエンジニアリング（株） １１月

１２７号小松橋改良工事（千葉県） 白幡興業（株）
国土交通省

関東地方整備局
１１月

利根川橋作業所（群馬県） （株）富士ピーエス １１月

第二東名高速道路乙川橋工事

（愛知県）
オリエンタル白石・植木組ＪＶ 中日本高速道路㈱ １１月

垂水処理場作業所（兵庫県） 岡野建設工業（株） 神戸市下水道局 １１月

平成１９年度２３号高茶屋小森道路

建設工事
（株）アイケーディ

国土交通省

中部地方整備局
１１月

圏央道相模原ＩＣその１２工事

（神奈川県）
三井住友建設（株）

国土交通省

関東地方整備局
１１月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４７

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

五斗蒔高架橋建設工事（千葉県） 極東興和（株）

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構    

Ｈ２０．１１月

新横山橋建設工事（岐阜県） 鉄建・オリエンタルＪＶ
国土交通省

中部地方整備局
１１月

圏央道幸手ＩＣ高架橋下部工事

（埼玉県）
（株）島村工業

国土交通省

関東地方整備局
１１月

平成２０年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その２） （東京都）
（株）大本組 東京都 Ｈ２０年

平成２０年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その４） （東京都）
奥村組土木興業（株） 東京都 Ｈ２０年

平成２０年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その５） （東京都）
寄神建設（株） 東京都 Ｈ２０年

平成２０年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その６） （東京都）
あおみ建設（株） 東京都 Ｈ２０年

平成２０年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その７） （東京都）
五栄土木（株） 東京都 Ｈ２０年

大宮道路建設工事（奈良県） 大日本土木・中西建設ＪＶ 奈良県土木部 Ｈ２０．１２月

平成２０年度天竜川水系大河原落合

堰堤改修工事（長野県）
（株）三六組

国土交通省

中部地方整備局
１２月

伊豆縦貫谷津川橋建設工事（静岡県） 大旺建設（株）
国土交通省

中部地方整備局
１２月

平成１９年度山陰終末処理場水処理

建設工事（山口県）
コプロス・新ホーム・青木建設ＪＶ 山口県上下水道局 １２月

清瀬水再生センター（東京都） 立山工業（株） 東京都下水道局 １２月

浜松風力発電所建設工事（静岡県） （株）竹中土木
㈱新エネルギー

研究所
１２月

阪神高速新湊川第一工区開削トンネル

工事（兵庫県）
戸田・西松ＪＶ 阪神高速道路㈱ １２月

境港ケーソン製作工事（鳥取県） 宇部工業（株）
国土交通省

中国地方整備局
１２月

堺築港新町作業所（大阪府） 前田建設工業（株） １２月

２３号豊橋ＢＰ小坂井高架橋作業所

（愛知県）
極東興和（株）

国土交通省

中部地方整備局
１２月

大川橋作業所（京都府） （株）宮地鐡工所 京都府 １２月

ヤマハ発動機岩井寮建設工事

（静岡県）
須山・イトーＪＶ １２月

泉北配水地建設工事（大阪府） 久本・大勝ＪＶ 堺市上下水道局 １２月

東京電力柏崎刈羽原発作業所

（新潟県）
ハザマ・大成・前田ＪＶ 東京電力 １２月

圏央道和戸高架橋下部工事（埼玉県） 岩崎工業（株）
国土交通省

関東地方整備局
Ｈ２１． １月

平成１９年度２３号蒲郡ＢＰ蒲郡西Ｉ

Ｃランプ橋下部工事（愛知県）
岡田建設（株）

国土交通省

中部地方整備局
      １月

阪急南方出張所（大阪府） 西松建設（株） １月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４８

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

屋蔵川火山砂防工事（熊本県） 徳南建設（株） 熊本県土木部 Ｈ２１． １月

山脇大谷線下３号橋建設工事

（静岡県）
安部日興・静鉄・産業ＪＶ 静岡市 １月

白石耐震工事作業所（北海道） 大豊建設（株） １月

島田作業所（静岡県） 徳倉建設（株） １月

新田地区高規格堤防（Ｈ１９）工事

（東京都）
共立建設（株）

国土交通省

関東地方整備局
１月

高谷ＪＣＴａランプ橋建設工事

（千葉県）
（株）安部日興工業

国土交通省

関東地方整備局
１月

金沢土木事務所（石川県） （株）ハザマ組 １月

不二美橋橋梁工事（兵庫県） 淡路土建（株） 兵庫県土木部 １月

高城堰頭首工天流工及び揚水機場  

基礎工事(宮城県)
(株)佐々木組 宮城県 ２月

名古屋工事事務所（愛知県） 大旺建設(株) ２月

石土調整池作業所（福井県） 石黒建設（株） ２月

米原高架作業所(滋賀県) 大鉄工業(株) ２月

蟹ヶ谷作業所(神奈川県) 要工業(株) ２月

古川作業所（宮城県） 鉄建建設（株） ２月

新橋歩道橋建設工事（福島県） (株)ピーエス三菱 郡山市 ２月

下大羽橋建設工事(栃木県) 昭和コンクリート工業（株） ２月

養老川作業所(千葉県) キムラ工業(株) ２月

川越市新清掃センター鯨井桶管給水路

建設工事（埼玉県）
初雁興業（株） 川越市 ２月

八ツ場ダム２号橋建設工事（群馬県） 川田建設(株)
国土交通省

関東地方整備局
２月

大堀改修工事作業所（静岡県） (株)石井組 ２月

姫路北バイパス b ランプ改良工事

（兵庫県）
(株)神埼組

国土交通省

近畿地方整備局
２月

第二京阪道路交野高架橋建設工事

（大阪府）
三井住友建設（株）

西日本高速道路

（株）
２月

しらさぎ配水場建設工事（栃木県） フジタ・野澤ＪＶ 上三川町 ２月

２ ３ 号 知 立 Ｂ Ｐ 芦 池 床 版 工 事   

（愛知県）
片山ストラテック（株）

国土交通省

中部地方整備局
２月

印旛沼橋梁作業所（千葉県） 極東興和（株）

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構   

２月



セボ ハードナ２０ 使用実績表４９

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

仁和寺本町作業所（大阪府） 中井保組 Ｈ２１． ２月

西沢橋建設工事（福島県） (株)ピーエス三菱 ２月

コスモ堺作業所（大阪府） 大林ＪＶ ２月

中津川右岸高架橋作業所（神奈川県） 昭和コンクリート工業（株） ３月

阪神高速新湊川作業所（兵庫県） 戸田・西松ＪＶ
阪 神 高 速 道 路

（株）
３月

大谷田給水所(仮称)配水池作業所  

(東京都)
竹中土木・名工・東武谷内田ＪＶ 東京都水道局 ３月

新石下作業所（茨城県） (株)竹中土木 ３月

京急 清水ＰＣ３架作業所（東京都） (株)安部日鋼工業 ３月

トヨタ自動車作業所（愛知県） 大成建設（株） ３月

福原橋梁工事作業所（山形県） (株)ピーエス三菱 ４月

北野橋梁工事作業所（富山県） 安部日鋼・昭和ＪＶ ４月

大原学園新浜松校新築工事（静岡県） 須山建設（株）
学 校 法 人    

名古屋大原学園
４月

梁川ダム１４号橋作業所（岩手県） （株）ピーエス三菱 岩手県 ４月

茨木作業所（大阪府） 月志眞建設（株） ４月

西武石神井ＰＣ１作業所(東京都) 前田・奥村・鴻池ＪＶ ４月

遠鉄高架橋作業所（静岡県） (株)ピーエス三菱 遠州鉄道（株） ４月

古見山２号橋作業所（沖縄県） 沖縄ピーシー(株) ４月

垂水処理場作業所（兵庫県） 岡野建設工業（株） 神戸市 ４月

大田切川砂防ダム作業所（長野県） （株）五十鈴
国土交通省

中部地方整備局
５月

浜松風力発電所建設工事（静岡県） (株)竹中土木
（株）新エネルギ

ー研究所
５月

北陸新幹線赤沼高架端作業所(長野県) 熊谷・本間・長坂ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構   

５月

第二東名高速道路鳳来工事事務所

（愛知県）
日特建設(株) 中日本高速道路㈱ ５月

皿垣高架橋作業所（福岡県） 極東興和（株）
国土交通省

九州地方整備局
５月

新幹線１０７Ｋ４９０付近ＢＯ他新設

（１）工事（静岡県）
ジェイアール東海建設・奥村組ＪＶ ＪＲ東海 ５月

９号剣大橋作業所（兵庫県） 福井建設(株)
国土交通省

近畿地方整備局
５月



セボ ハードナ２０ 使用実績表５０

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

衣浦湊３号地廃棄物最終処分場整備事

業護岸工事（その３） (愛知県)
五洋・不動テトラ・小島ＪＶ

財団法人愛知臨海

環境整備センター
Ｈ２１． ５月

仁和寺本町作業所(大阪府) (株)村木組 ５月

第二東名安倍川作業所（静岡県） 太田建設(株) 中日本高速道路㈱ ５月

由良ドック作業所（和歌山県） 三井住友建設（株） ５月

北陸新幹線糸魚川作業所(新潟県) 鉄建・福田・創和ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構  

５月

北海道縦貫道路（八雲地区）作業所 ＮＩＰＰＯコーポレーション 東日本高速道路株 ５月

一般国道３０８号大宮道路作業所  

(奈良県)
大日本土木（株） 奈良県 ６月

名和ポンプ場作業所（愛知県） 大豊・磯部ＪＶ 東海市 ６月

中国横断自動車道尾道松江線深谷川橋

作業所（島根県）
川田建設（株）

国土交通省

中国地方整備局
６月

主要地方道小山環状線間中橋作業所

（栃木県）
巴・古河ＪＶ 栃木県 ６月

翠ヶ丘浄化センター作業所（石川県） 丸西・石川ＪＶ 石川県 ６月

衣 浦 東 部 浄 化 セ ン タ ー 作 業 所   

（愛知県）
石橋・木村・梶川ＪＶ 愛知県 ６月

二級峡第一橋作業所（広島県） ピーシー橋梁(株)
国土交通省

中国地方整備局
６月

不老橋作業所（滋賀県） (株)ピーエス三菱 滋賀県 ６月

北陸新幹線糸魚川高架作業所(新潟県) 前田・東洋・後藤ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構  

６月

成 田 高 速 線 印 旛 沼 橋 梁 作 業 所   

（千葉県）
大成・浅沼・小田急ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構  

６月

新松川大橋作業所（長野県） 吉川建設(株) 長野県 ６月

勝どき作業所(東京都) オリエンタル白石(株) 東京都 ６月

川崎造船作業所（兵庫県） 奥村組土木興業(株) ６月

くねのばら橋作業所（栃木県） 川田建設（株）
独立法人

水資源機工
７月

瀬沢川橋作業所（長野県） （株）アスピア ７月

花熟里橋作業所（鹿児島県） 極東興和(株) ７月

中部横断自動車道大石川橋作業所

(長野県)
(株)岡谷組

国土交通省

関東地方整備局
７月

地整伊達野作業所(高知県) 大日本土木(株) ７月



セボ ハードナ２０ 使用実績表５１

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

城前護岸工事作業所（長野県） (株)五十鈴 Ｈ２１． ７月

第二東名高速道路浜北高架橋作業所

(静岡県)
三井住友建設・コーアツ工業ｊｖ 中日本高速道路㈱ ７月

上田処理場作業所(長野県) 岡谷・丸子ｊｖ 上田市 ７月

第二津軽大橋作業所（青森県） オリエンタル白石・平山・降伸ｊｖ 青森県 ７月

百里航空基地作業所（茨城県） (株)カネマス建商 ７月

豆嵐トンネル作業所（長野県） (株)岡谷組 ７月

平成２０年度３０２号有松道路建設工

事（愛知県）
大旺建設(株)

国土交通省

中部地方整備局
７月

天白橋作業所(長野県) (株)岡谷組 ７月

吉川調節池作業所（埼玉県） 前田建設工業（株） ８月

屋蔵川火山砂防工事（熊本県） 徳南建設（株） 熊本県 ８月

平成２０年度中防ケーソン作業所

（東京都）
あおみ建設(株) 東京都 ８月

芽原下部Ｉ作業所(山形県) 大日本土木(株) ８月

馬木高架作業所(広島県) 青木あすなろ建設（株）
国土交通省

中国地方整備局
８月

剣道高速名古屋新宝線東海ＩＣ作業所

（愛知県）
(株)渡邉組

名古屋高速道路公

社
８月

川田谷高架橋作業所（埼玉県） ドーピー建設工業（株）
国土交通省

関東地方整備局
８月

李埣道路作業所(宮城県) 若生工業(株)
国土交通省

東北地方整備局
９月

朝 日 酒 造 ( 株 ) 新 松 頼 蔵 新 築 工 事  

（新潟県）
清水建設(株) ９月

大崎災害防除作業所（北海道） 近藤建設(株)
国土交通省

北海道開発局
９月

江差風力発電所作業所(北海道) 前田建設工業(株) 江差風力開発㈱ ９月

磯 ・ 梅 ヶ 原 シ ー ル ド 工 事 作 業 所  

（滋賀県）
昭建・秋村ｊｖ ９月

平成２０年度２３号豊橋ＢＰ神野新田

町高架橋下部工作業所(愛知県)
坂川建設（株）

国土交通省

中部地方整備局
９月

北陸新幹線糸魚川駅高架橋作業所

（新潟県）
熊谷・名工・田辺ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構  

９月

圏央道川田谷高架橋作業所（埼玉県） 極東興和（株）
国土交通省

関東地方整備局
９月

大屋川橋下部工事作業所（兵庫県） 福井建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局
１０月

京都七条公共職業安定所４本労働分室

新築工事作業所（京都府）
（株）第一土木 厚生労働省 １０月



セボ ハードナ２０ 使用実績表５２

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

北陸新幹線上越糸魚川地 区作業所

（新潟県）

三井住友・大豊・昭和コンクリート

ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構  

Ｈ２１．１０月

西遠浄化センター作業所（静岡県） アイサワ工業ＪＶ
静岡県上下水道公

社
１０月

栗山防災作業所（北海道） 大豊建設（株） １１月

中之原端作業所（鹿児島県） （株）富士ピーエス
国土交通省

九州地方整備局
１２月

さがみ縦貫道路西久保ＪＣＴ作業所

（神奈川県）
三井造船鉄構工事（株）

国土交通省

関東地方整備局
１２月

飾磨港丘東水門改築工事（兵庫県） 松陽建設（株）
国土交通省

近畿地方整備局
１２月

松川大橋作業所（長野県） 木下工務所（株） １２月

三遠南信１９号橋下部工事作業所

（長野県）
勝間田建設（株）

国土交通省

中部地方整備局
１２月

名塩トンネル（西口）他改良工事作業

所（兵庫県）
(株)香山組

国土交通省

近畿地方整備局
１２月

平成２１年度中防ケーソン製作工事

（東京都）
あおみ建設（株） 東京都 １２月

十二社橋作業所（栃木県） 川田建設（株） １２月

鬼石橋作業所（群馬県） 高田機工（株） １２月

中佐都ＩＣ作業所（長野県） 中信建設（株）
国土交通省

関東地方整備局
１２月

松ヶ房トンネル作業所（福島県） 大成・鴻池ＪＶ
国土交通省

東北地方整備局
１２月

由良集団施設地区生石園地整備工事

（兵庫県）
淡路土建（株）

環境省近畿地方環

境事務所
１２月

北陸新幹線小矢部五社高架橋作業所

（富山県）
日本国土・徳倉・桜井ＪＶ

独立行政法人鉄道

建設運輸施設設備

支援機構  

１２月

新宮ＹＫ－１作業所（和歌山県） 太谷建設（株） １２月

府道茨木亀岡線作業所（大阪府） 志眞建設（株） 大阪府 １２月

鳥原作業所（愛知県） オリエンタル白石（株） １２月

金沢市立森本小学校屋内運動場改築工

事（石川県）
ムラジ建設（株） 金沢市 １２月

圏央道利根川橋梁作業所（茨城県） （株）間組
国土交通省

関東地方整備局
１２月

新 潟 市 新 焼 却 場 施 設 整 備 作 業 所  

（新潟県）
（株）植木組 新潟市 １２月

平成２１年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その１） （東京都）
あおみ建設（株） 東京都 Ｈ２１

平成２１年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その２） （東京都）
ヤマト工業（株） 東京都 Ｈ２１



セボ ハードナ２０ 使用実績表５３

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

平成２１年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その３） （東京都）
坂田建設（株） 東京都 Ｈ２１

平成２１年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その４） （東京都）
（株）トマック 東京都 Ｈ２１

平成２１年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その５） （東京都）
大新土木（株） 東京都 Ｈ２１

平成２１年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その６） （東京都）
日起建設（株） 東京都 Ｈ２１

平成２１年度伊豆諸島ケーソン製作工

事（その７） （東京都）
五洋建設（株） 東京都 Ｈ２１

比良川橋作業所（滋賀県） 川田建設（株） Ｈ２２． １月

関 西 電 力 新 八 幡 変 電 所 作 業 所   

（滋賀県）
東洋建設（株） 関西電力 1 月

河芸指導２５０６上部工事（埼玉県） （株）富士ピーエス Ｈ２２． １月

第二京阪倉治作業所（大阪府） （株）淺川組
国土交通省

近畿地方整備局
１月

府中押立センター作業所（広島県） 後藤建設（株） 府中市 １月

福田工事事務所（静岡県） 五洋建設（株） １月

国道１６８号日足高架橋下部道路改築

工事（和歌山県）
（株）淺川組 和歌山県 １月

上尾道路宮前ＩＣ改良そ の３工事

（埼玉県）
三ツ和総合建設（株）

国土交通省

関東地方整備局
１月

宮川２号橋工事作業所（岐阜県） オリエンタル白石（株） １月

新東山橋（Ｐ３橋脚）工事作業所

（富山県）
（株）関口組 １月

荒砥沢ダム作業所（宮城県） (株)佐々貞土建 ２月

湯西川温泉作業所（栃木県） (株)三共田中 ２月

公務員宿舎亀岡住宅整備工事２期工事

（宮城県）
戸田建設(株) 宮城県 ２月

呉港阿賀地区道路(1 号線)南側地盤改良

等工事（広島県）
あおみ建設(株) 広島県 ２月

神田川・環状七号線地下調整池

（第二期）シールド工事（東京都）
竹中土木建設共同企業体

東京都西部建設

事務所
２月

大河津可動堰改築工事（新潟県） 大成・東急・岩田地崎 JV
国土交通省北陸

地方整備局
２月

県道高速名古屋神宝線東海ＩＣ

西工区下部工（愛知県）
(株)渡辺組

名古屋高速道路公

社
２月

府中武蔵台浄水所第２配水池耐震補強

工事（東京都）
大和小田急建設株式会社

東京都多摩水道改

革推進本部施設部
２月

名高速新宝床版作業所（愛知県） (株)淺沼組
名古屋高速道路公

社
２月

戸田 JV 仙台市高速鉄道東西線連坊土木

工事（愛知県）
戸田・仙建工業 JV 仙台市交通局 ２月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

平成 20 年度 19 号桟 1 号橋建設工事

（長野県）
三井住友建設(株)

国土交通省中部地

方整備局
Ｈ２２． ２月

温湯橋橋梁災害復旧工事（下部工）

（宮城県）
(株)橋本道路

宮城県北部土木事

務所
２月

田富敷島線ポンプ場（山梨県） 渡辺建設興業 ２月

長門維持工事（山口県） 安藤建設(株)
国土交通省中国地

方整備局
２月

国道 418 号 下伊那郡天龍村十方峡バイ

パス（新清水橋 A2 橋台）(長野県)
池端工業(株)

長野県飯田建設事

務所
２月

糸魚川作業所（新潟県） 大鉄工業(株) ２月

上越火力発電所第１期工事（新潟県） 徳倉建設(株) 中部電力(株) ３月

北陸新幹線飯山トンネル（板倉）他工

区（新潟県）
大林・大豊・松村・田中 JV 鉄道建設公団 ３月

十五丁排水機場（宮城県） 佐々木建設 ３月

国道 482 号下蚊屋工区 4 号橋上部工事

（補助改良）（鳥取県）
(株)富士ピー・エス

日野総合事務所県

土整備局
３月

中部横断自動車道中佐郡 IC 作業所（長

野県）
中信建設(株)

国土交通省関東地

方整備局
３月

尾関作業所（佐賀県） 松尾建設(株) ３月

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理

区）志登茂川浄化センター北系水処理

施設（土木）建設工事（三重県）

フジタ・日本土建・アイケーディーJV 三重県 ３月

新幹線 107K490 付近谷田 Bo 新設工事

（静岡県）
JR 東海建設・奥村組 JV 東海旅客鉄道(株) ３月

田辺市役所（和歌山県） 川本商会 ３月

双葉処理場作業所（福島県） (株)フジタ ３月

勝どき作業所(東京都) オリエンタル白石(株) ３月

田之代海岸１号導流堤及び護岸整備工

事（兵庫県）
全淡建設(株) 兵庫県淡路県民局 ３月

大藪川橋（滋賀県） ピーシー橋梁(株)

近畿地方整備局和

歌山河川国道事務

所

３月

国道 421 号(黄和田工区)不老橋（滋賀

県）
(株)ピーエス三菱 滋賀県 ３月

加賀拡幅分校道路その 3 工事

（石川県）
坂川建設(株)

国土交通省北陸地

方整備局
３月

三遠南信 19 号橋下部工事（長野県） 勝間田建設(株)
国土交通省中部地

方整備局
４月

堅下変電所（大阪府） (株)淺沼組 関西電力 ４月

二本松作業所（福島県） 鉄建建設(株) ４月

地下鉄東西線新寺駅作業所（宮城県） 佐藤・三井 JV 仙台市交通局 ４月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

中島橋橋梁架替工事（宮城県） (株)宝栄建設
宮城県仙台土木事

務所
Ｈ２２． ４月

常磐快速線利根川橋梁改良工事

（茨城県）
東鉄工業・鉄建建設(株)JV

東日本旅客鉄道

(株)東京支店
４月

薬師堂（宮城県） 皆成建設(株) ４月

仙台市高速鉄道東西線(仮称)連坊駅等

建築工事(宮城県)
戸田建設・仙建工業 JV 仙台市交通局 ４月

クレストフル木曽新築工事（長野県） (株)岡谷組
社会福祉法人サン

ライフ
４月

北陸新幹線 小矢部五社高架橋

（富山県）
日本国土・徳倉・桜井 JV

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
４月

県道高速名古屋新宝線東海 IC 北工区床

版工事及び一般国道 247 号線橋梁整備

工事（愛知県）

(株)ノバック
名古屋高速道路公

社
４月

付替県道頭地大橋下部工工事（Ｐ2 躯

体）（熊本県）
味岡建設(株)

国土交通省川辺川

ダム砂防事務所
４月

常滑線河和線大田川付近連続立体交差

事業に伴う本線土木工事（愛知県）
佐藤工業(株) 名古屋鉄道（株） ４月

福岡外環状道路井尻地区（21～29BL）

擁壁新設工事（福岡県）
あおみ建設(株)

国土交通省九州地

方整備局
４月

桧山高原風力発電所（福島県） 大日本土木(株) 電源開発(株) ４月

日石耐震工事(埼玉県) 大豊建設(株) ５月

複合介護福祉施設 縁「ゆかり」

（北海道）
(株)三共建設 ５月

中浜シールド工事（大阪府） 大林・間・大本・奥村組土木ＪＶ 大阪府大阪市 ５月

糸魚川作業所（新潟県） 橋本建設 ５月

平津現場（滋賀県）滋賀県守山市幡磨

田町 93-2
丸屋建設 ５月

加古川小野線東播磨南北道路建設事業

水足橋梁下部（南下 8 工区工事）（兵

庫県）

前川建設(株)
兵庫県加古川土木

事務所
５月

中電川越 LNG タンク作業所(三重県) 大成建設(株) 中部電力(株) ５月

洛南浄化センター作業所（京都府） (株)増田組 日本下水道事業団 ５月

濁澄橋上部工事（新潟県） 川田建設(株) 新潟県 ５月

宇治市東宇治浄化センター生物脱臭棟

（京都府）
古瀬・星山 JV 日本下水道事業団 ５月

都市計画十日町双葉町線道路改良工事

（山形県）
山形建設・渋谷建設 JV 山形市 ５月

福岡外環状道路井尻地区（21～29BL）

擁壁新設工事（福岡県）
あおみ建設(株)

九州地方整備局福

岡中央
６月

交建第３号長岡駅大手口地下自転車駐

車場等建設工事（新潟県）
植木・大石・渡長ＪＶ 新潟県長岡市 ６月

北陸新幹線西金沢高架橋工事

（石川県）
淺沼・大鉄・小倉 JV

鉄道建設運輸施設

整備支援機構
６月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

21 離地橋第 16-8 号一般県道伊王島香焼

線橋梁整備工事(栗ノ浦高架橋上部

工)(長崎県)

富士ピー・エス・星野組ＪＶ 長崎県振興局 ６月

熊本３号久具高架橋下部工工事

（熊本県）
丸昭建設（株）

熊本河川国道事務

所
６月

山梨リニア実験線 金川橋りょう他工

事（山梨県）
錢高組・アイサワ・北野 JV

東海旅客鉄道(株)

東京支局
６月

妙法寺作業所（兵庫県） 第一建設 ６月

上越火力発電所建設工事（新潟県） (株)高見澤 中部電力(株) ６月

佐賀 497 号千々賀地区舗装工事

(佐賀県)
松尾建設(株)

国土交通省佐賀国

道事務所
６月

（仮称）平和堂竜王店（滋賀県） (株)熊谷組 ６月

平成 21 年度 19 号北上条跨道橋 PC 上

部工事（長野県）
コーアツ工業(株)

中部地方整備局

飯田国道事務所
６月

横町･寺島高架橋（新潟県） 前田・東洋・後藤ＪＶ 糸魚川市 ６月

ガイアート県道 129 号高架橋作業所

(千葉県)
ファクト ６月

地整庄原作業所（広島県） 大日本土木(株)
国土交通省 中国

地方整備局
６月

北陸新幹線・野々市高架橋工事

（石川県）
東鉄・名工・豊蔵特定ＪＶ

鉄道運輸機構鉄道

本部大阪支社
６月

福田漁港（静岡県） 五洋建設(株) ６月

江ケ崎跨線橋架替工事（神奈川県） センチュリー工業
横浜市道路局建設

部橋梁課
６月

瀧上工業上部工事（千葉県） 車総機材 ６月

大和御所道路根成柿高架橋下部工事

（奈良県）
前田建設工業(株)

国土交通省近畿地

方整備局
７月

国補ダム建設（治水ダム）工事 松川

ダム 2 工区（長野県）
木下建設(株) 飯田建設事務所 ７月

三原バイパス三原第１橋ＰＣ上部工事

（広島県）
コーアツ工業(株)

国土交通省中国地

方整備局
７月

北陸新幹線高岡一歩二歩高架橋工事

（富山県）
日本国土･徳倉・桜井 JV

鉄道建設・運輸施

設設備機構
７月

丹生川橋床版工工事（山形県） 沼田建設(株)

国土交通省東北地

方整備局山形河川

国道事務所

７月

北陸新幹線 富山野口北部高架橋

（富山県）
竹中土木(株)

鉄道建設・運輸施

設設備機構
７月

第 2 摩耶作業所（兵庫県） (株)共立建設 ７月

JRA 美浦作業所(茨城県) 大日本土木(株) ７月

尾道松江自動車道石廻高架橋第 3 下部

工事（島根県）
西部建設(株) 松江国道事務所 ７月

天竜川水系大河原橋梁上部工事

（長野県）
(株)ヤマウラ

国土交通省中部地

方整備局天竜川上

流河川事務所

７月
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有壁トンネル（岩手県） 佐々木組
国土交通省東北地

方整備局
７月

大熊作業所（長野県） （株）岡谷組 ７月

八ッ場ダム 2 号橋作業所 （群馬県） 川田建設(株)
国土交通省関東地

方整備局
７月

北陸新幹線射水安吉高架橋（富山県） 前田・東洋・射水 JV
鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
７月

菅田作業所(神奈川県) 竹中土木(株) ７月

前島ポンプ場（大阪府） 大起建設(株) ７月

滋賀ＢＰ南小松地区調整池設置工事

（滋賀県）
杉橋建設(株)

近畿地方整備局滋

賀国道事務所
７月

内ノ倉作業所（新潟県） (株)本間組 ８月

糸魚川大和川橋りょう外 11 箇所

（PC けた）（新潟県）
極東興和(株)

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
８月

北陸新幹線射水鷲塚高架橋工事

（富山県）
戸田・ユニオン・松原 JV

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
８月

一般国道 455 号（仮称）北山トンネル

築造工事（宮城県）
前田建設工業・間組・梨子建設 JV 岩手県 ８月

葛飾中学校作業所(東京都) ファクト ８月

みなと総合高校作業所（神奈川県） 田成工事(株) 教育委員会事務局 ８月

ニシムラビル（石川県） 浅沼・アイサワ・北興ＪＶ ８月

平成 21 年度湛水防排水施設設備江尾江

川地区江川上流調整池 3 工事

（静岡県）

(株)井出組 静岡県 ８月

新松川大橋（仮称）建設工事

（長野県）
神稲建設(株)

長野県飯田建設事

務所
８月

尾道・松江自動車道 真金原第一橋 PC

上部工事（広島県）
鉄建建設(株)

国土交通省 中国

地方整備局 三次

河川国道事務所

８月

Ｈ21（仮称）黒塚第 2 橋上部工 1 工区

（鹿児島県）
極東興和㈱ 鹿児島営業所 鹿児島県霧島市 ８月

荻窪川橋上部工事（群馬県） 極東興和（株）
高崎河川国道事務

所
８月

名鉄太田川（愛知県） (株)間組 ８月

淡路海岸護岸修繕工事（兵庫県） 芝床建設 ８月

裏高尾橋鋼上部工作業所（東京都） (有)初和興業
裏高尾橋鋼上部工

作業所
８月

天竜川水系釜沢第２砂防堰堤補強工事

（長野県）
勝間田建設（株）

国土交通省天竜川

上流河川事務所
８月

平成 22 年度日向沢復旧治山工事

（長野県）
田島建設(株)

長野県伊那谷総合

治山事業所
８月

栄光環境作業所（兵庫県） 山下建設 ９月
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浅香山浄水場配水池築造工事

（大阪府）
大日本・大容・沖崎・劉邦建設 JV

堺市上下水道局上

水道部工務第一課
９月

北陸新幹線糸魚川駅高架橋工事

（新潟県）
熊谷・名工・田辺ＪＶ

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
９月

皿嶋地区下部工工事（山形県） 沼田建設(株)
国土交通省東北地

方整備局
９月

白山其ノ助作業所(石川県) 飛鳥建設(株) ９月

北陸新幹線高岡蔵野町高架橋工事

（富山県）
藤井建設

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
９月

圏央道茂原長南ＩＣ改良工事

（千葉県）
戸田建設(株)

国土交通省 関東

地方整備局
９月

勝手橋上部工事（秋田県） (株)ピーエス三菱
国土交通省 東北

地方整備局
９月

福崎ポンプ場(兵庫県) (株)ノバック ９月

東濃西部送水幹線（小名田増圧ポンプ

場建設）事業工事（岐阜県）
大日本土木(株) 岐阜県 ９月

高山村不動 1 道路築造作業所

（長野県）
北野建設(株) ９月

仙台市高速鉄道東西線六丁の目工区土

木工事（宮城県）
熊谷・竹中・浅沼・岩田地崎 JV 仙台市交通局 ９月

紀北東道路かつらぎ A ランプ橋作業所

（和歌山県）
ピーシー橋梁(株)

国土交通省 近畿

地方整備局
１０月

平成 22 年度 社会資本整備総合交付金

(活力創出基盤整備)工事（長野県）国

道 152 号 飯田市南信濃 和田バイパス 2

工区(白岩大橋 P1 橋脚)

池端工業(株)
長野県 飯田建設

事務所
１０月

さがみ縦貫串川橋下部（その 1）工事

（神奈川県）
(株)フジタ

国土交通省 関東

地方整備局
１０月

北陸新幹線小矢部五社高架橋(石川県) 日本国土開発(株)
鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
１０月

十郷田水路作業所（福井県） 清水建設(株) １０月

東小蓋橋工事作業所（福島縁） ピーエス三菱(株) １０月

H22 年度中防ケーソン（東京都） あおみ建設(株) 国土交通省港湾局 １１月

上の池作業所（和歌山県） 三友工業(株) １１月

伊豆七島現場（東京都） (株)水谷 １１月

NTT ドコモ鉄塔設置工事（兵庫県） 淡路土建(株) ＮＴＴ １１月

中川流域処理場９号水処理反応タンク

築造躯体工事（埼玉県）
河北建設(株) 埼玉県 １１月

椿坂 3 号橋作業所（滋賀県） ピーシー橋梁(株)
滋賀県木之本土木

事務所
１１月

宿毛ケーソン（兵庫県） 大谷建設(株)
国土交通省四国地

方整備局
１１月

堺シールド作業所（大阪府） (株)久本組 １１月



セボ ハードナ２０ 使用実績表５９

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

仙台高速鉄道東西線卸町工区土木工事

（宮城県）
飛島建設（株） 仙台市交通局 １１月

交野新浄水場築造工事(大阪府) 大日本土木(株) 交野市 １１月

23 号蒲郡 BP 神ノ郷道路建設工事

（愛知県）
丸磯建設(株)

国土交通省中部地

方整備局
１１月

永平寺大野道路小矢戸地区他改良工事

（福井県）
坂川建設（株）

国土交通省福井河

川国道事務所
１１月

平成 22 年度 社会資本整備総合交付金

工事 冠着橋 3 工区 P8 橋脚（長野県）
北野建設(株)

長野県千曲建設事

務所
１１月

上海府浄水池築造工事(新潟県) (株)水倉組 １２月

仙台市高速鉄道東西線西公園工区土木

工事（宮城県）
大成・清水・アイサワ・橋本 JV 仙台市交通局 １２月

平成 22 年度田子の浦港航路泊地(-12m)

浚渫工事（静岡県）
五洋・あおみ JV

国土交通省中部地

方整備局清水港湾

事務所

１２月

常磐快速線天王台･取手間利根川橋りょ

う改良工事（茨城県）
河北建設(株)

東日本旅客鉄道株

式会社 東京支店
１２月

平成 22 年度伊豆縦貫谷田北高架橋竹倉

地区下部工事（静岡県）
河津建設(株)

中部地方整備局  

沼津河川国道事務

所

１２月

的場川駒沢 1 工区(長野県) (株)岡谷組 １２月

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理

区）志登茂川 浄化センター北系水処理

施設（土木）建設工事（三重県）

フジタ・日本土建・アイケーディーJV 三重県 １２月

常陸那珂火力工事事務所（茨城県） 淺沼組 東京電力(株) １２月

白石耐震作業所（北海道） 大豊建設(株) Ｈ２３．１月

海岸補修工事（砂浜回復）

（神奈川県）
斉藤建設(株) １月

常陸那珂火力発電所 2 号機増設工事の

うち貯炭場他工事他（茨城県）
前田・東洋・株木建設 JV 東京電力(株) １月

東信変電所静止形無効電力補償装置設

置内の内建物工事（長野県）
清水建設(株) 中部電力(株) １月

凸版印刷幸手工場改修工事（埼玉県） 東急建設(株) 凸版印刷(株) １月

米子自動車道定松橋（鋼上部工）工事

（岡山県）
宇部興産機械(株)

西日本高速道路

（株）中国支社
１月

南但ごみ処理施設建設工事（兵庫県） (株)タクマ
南但広域行政事務

組合
１月

県道北九州芦屋線御牧大橋Ｐ７橋脚補

強工事（福岡県）
川本建設(株)

北九州県土木整備

事務所
１月

駒形沢現場事務所（長野県） (株)アズサ １月

第二東名高速道路的場高架橋他２橋

（PC 上部工）工事（静岡県）
三井住友建設㈱

NEXCO 中日本高速

道路㈱
１月

中山中大橋作業所（兵庫県） 共立建設 １月

谷田南高架橋現場事務所（静岡県） 日本車輌製造(株)
国土交通省 中部

地方整備局
１月



セボ ハードナ２０ 使用実績表６０

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

国道１１５号松ヶ房トンネル工事

（福島県）
大成・鴻池組 JV

国土交通省 東北

地方整備局
２月

町道Ⅰ－１４号線道路改良工事（下部

工その１）（千葉県）
(株)畔工務店 小川町 ２月

北処理施設工事第二浅草系ポンプ室工

事 ほか（東京都）
三井住友建設(株) 東京都下水道局 ２月

田ノ代海岸工事（兵庫県） 飯田建設(株)
兵庫県土木整備局

港湾課
２月

亀沢大橋建設工事（山梨県） 早野組・中村建設ＪＶ
山梨県中北農務事

務所
２月

半原現場（神奈川県） (株)アイビック ２月

北陸新幹線、小矢部芹川高架橋

（富山県）
竹中土木・名工・松原 JV

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
２月

平成 22 年度 山口県立田布施農高等学

校特別教室新築工事（山口県）
山内組・白木産業 JV 山口県 ２月

尾張市東部浄化センター建設工事

（愛知県）
鈴中・東海 JV 日本下水道事業団 ２月

宇部興産(株)堺工場医療工程増設工事

（大阪府）
大林組 宇部興産(株) ２月

津守下水処理場３系旧ろ過池配管施設

撤去工事（愛知県）
TSUCHIYA(株)

建設局下水道河川

部
３月

東尾久浄化センター西日暮里作業所

（東京都）
竹中土木(株)

第一基幹施設再構

築事務所
３月

平成 22 年度新海面処分場ケーソン製作

工事（東京都）
五洋建設(株) 財務局経理部 ３月

北陸新幹線長野赤沼高架橋（長野県） 熊谷･本間･長坂 JV
鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
４月

三橋瀬高バイパス（福岡県） 極東興和（株）
福岡県 南筑後県

土整備事務
４月

内幸作業所（東京都） 竹中土木(株) ４月

H22 田代第四床固工工事（群馬県） 渡辺建設(株)
国土交通省 関東

地方整備局
４月

大和御所道路池之内高架橋下部工事

（奈良県）
戸田建設(株)

国土交通省 近畿

地方整備局
４月

市道入江磯海梅ヶ原線(滋賀県) 明豊建設(株) ４月

糸魚川前川橋りょう外 11 箇所

（PC けた）（新潟県）
ドーピー建設工業(株)

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
５月

北陸新幹線高岡駒方高架橋（富山県） 戸田・岩田地崎・日本海建興 JV
鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
５月

東京電力石岡第一発電所（茨城県） 前田建設(株) 東京電力(株) ５月

今開発高架橋作業所（富山県） (株)フジタ
鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
５月

長野県立こころの医療センター駒ヶ根

（仮）改築第２期工事（長野県）
（株）岡谷組 長野県立病院機構 ５月

上越火力発電所資材倉庫新築工事

（新潟県）
上越建設 中部電力(株) ５月



セボ ハードナ２０ 使用実績表６１

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

宗佐土山線天満橋 2 期橋梁下部工事(A2

橋台) (兵庫県)
前川建設(株) 兵庫県 ５月

亀沢大橋建設工事（山梨県） 川田建設
山梨県中北農務事

務所
５月

一般国道 480 号（仮称）第１橋梁上部

工事(大阪府)
極東興和(株)

大阪府都市整備部

鳳土木事務所
５月

京都第二外環状道路西山トンネル奥海

印寺工区工事（京都府）
三井住友建設（株）

国土交通省近畿地

方整備局
６月

県道福良・江井・岩屋線平林道路防災

工事（兵庫県）
八嶋組 ６月

大正橋作業所（長野県） (株)アスピア ６月

追直漁港人工地盤その他工事

（北海道）
あおみ建設(株)

北海道開発局 室

蘭開発建設部
６月

吉田川砂防堰堤工事（2 工区）

（福岡県）
(有)中澄建設 福岡県 ６月

糸魚川駅高架橋（新潟県） 熊谷・名工・田辺ＪＶ
鉄道建設・運輸施

設整備支援機構
６月

第三水源地作業所(千葉県) 森松工業 千葉県 ６月

中部横断田中川橋橋梁工事（山梨県） 三井住友建設㈱
国土交通省関東地

方整備局
６月

田野口小田原線道路改良工事

（長野県）
北野建設(株) 長野市 ６月

名鉄青山作業所（愛知県） (株)萬建設 ６月

第二東名高速道路清水東舗装工事

（静岡県）
鹿島道路㈱㈱ガイアートＴ・ＫJV

NEXCO 中日本高速

道路㈱ 東京支社
７月

天狗沢下流第 1 砂防堰堤工事

（栃木県）
村本建設(株)

国土交通省関東地

方整備局
７月

志賀バイパス近江舞子橋他上部工事

（滋賀県）
ピーシー橋梁(株) 滋賀国道事務所 ７月

２３号豊橋ＢＰ豊川橋南ＩＣランプ道

路建設工事（愛知県）
（株）近藤組

国土交通省中部地

方整備局
７月

特別養護老人ホーム藤沢長後富士白苑

新築工事（神奈川県）
(株)門倉組

社会福祉法人富士

白苑
７月

各務原大橋橋面工工事（岐阜県） 清水・市川・大雄・後藤工事 JV
国土交通省中部地

方整備局
７月

尾道バイパス長江改良工事（広島県） 前田建設工業(株)
国土交通省中国地

方整備局
７月

明石市大久保町開発工事（兵庫県） 前川建設 ７月

日の出ポンプ場雨水滞水池築造工事

（神奈川県）
フジタ・日建工業 JV

横須賀市上下水道

局
７月

第二東名高速道路 尾羽地区工事

（静岡県）
(株)エコワーク

NEXCO 中日本高速

道路株式会社
８月

(国)１５０号(仮称)中島高架橋上部工

（Ｃブロック）工事（静岡県）
片山ストラテック(株)

国土交通省中部地

方整備局
８月

平成２２年度 伊豆縦貫大場南高架橋

下部工事（静岡県）
(株)不動テトラ

国土交通省中部地

方整備局沼津河川

国道事務所

８月



セボ ハードナ２０ 使用実績表６２

工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

落合上水取水場築造工事（茨城県） 梅原・生田目 JV 常陸太田市 ８月

信太山外（２２）倉庫新設等建築その

他工事（大阪府）
㈱古瀬組 近畿中部防衛局 ８月

国補県営中山間地域総合農地防災事業

七久保片桐地区七久保用水 5 号トンネ

ル工事 (長野県)

田島建設(株) 上伊那地方事務所 ８月

武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街

地再開発事業施設建築物新築工事（神

奈川県）

西松・佐藤建設 JV

武蔵小杉駅南口地

区西街区市街地再

開発組合

９月

上の池作業所（和歌山県） 三友工業(株) ９月

中部電力川越火力発電所（三重県） 大林組 中部電力(株) ９月

北陸新幹線射水今開発高架橋

（富山県）
(株)安部日鋼工業

北陸新幹線 第二

建設局
９月

白骨スノージェッド下部工事

（長野県）
北野建設(株) ９月

北陸新幹線白山成町高架橋（石川県） 前田・東洋・日本海建設 JV

独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整

備支援機構

１０月

東京電力(株)小名浜コールセンター作

業所（福島県）
飛鳥・日本国土・福浜大一 JV 東京電力(株) １０月

圏央道太田袋高架橋下部その４工事

（埼玉県）
初雁興業（株）

国土交通省関東地

方整備局
１０月

新仙台火力作業所（宮城県） 間組 東北電力(株) １０月

牛生雨水ポンプ場築造工事（宮城県） 大豊建設・鈴木工務店 JV 塩竈市 １０月

太平寺砂防ダム（島根県） 渡辺工務店 １０月

冷沢橋（上部工）橋梁災害復旧工事

（宮城県）
川崎技興 宮城県栗原市 １０月

10 号排水路橋作業所（石川県） オリエンタル白石(株) １０月

宅地造成所作業所（奈良県） (株)藤木組 １０月

京都第二外環状道路小塩高架橋工事

（京都府）
戸田・川田異工種建設工事 JV

国土交通省 近畿

地方整備局
１１月

北陸新幹線小矢部水牧高架橋

（富山県）
熊谷・安部日鋼・昭和 JV

鉄道建設本部北陸

新幹線第二建設
１１月

国道 180 号（南部バイパス）橋梁工事

（鳥取県）
富士ピー・エス・高野組 JV

国土交通省 中国

地方整備局
１１月

広瀬川橋梁工事（宮城県）
ピーエス三菱・富士ピーエス・東日本

JV
仙台市交通局 １１月

荒浜側防潮堤新設工事（新潟県） 大成・熊谷・飛鳥・福田 JV 東京電力(株) １１月

北海道新幹線奥内高架橋（青森県） 前田建設工業（株）

独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整

備支援機構

１１月

熊本 3 号町中第 2 橋作業所 （熊本県） 味岡建設(株) １１月
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工 事 名 称 施工業者名 発 注 者 施 工 時 期

町田小山陸橋(仮称)橋りょう工事

（東京都）
近畿鉄筋コンクリート(株) 東京都 １１月

朴の木上流砂防堰堤工事（山梨県） 丹澤建設工業(株)
国土交通省 関東

地方整備局
１１月

徳島ケーソン作業所（徳島県） 大豊・井上 JV
国土交通省 四国

地方整備局
１１月

杜の木下流砂防工事（山梨県） 羽黒工業(株) １１月

小倉峠トンネル作業所（新潟県） 加賀田・伊藤 JV
国土交通省 北陸

地方整備局
１１月

圏央道下総ＩＣ作業所（千葉県） 遠藤建設(株) 常総国道事務所 １１月

千頭作業所（静岡県） 間・シーテック JV １２月

サイベックコーポレーション新工場新

築工事（長野県）
(株)大成建設

(株)サイベックコ

ーポレーション
１２月

クラウド春日店（福岡県） (株)塩月工業 １２月

御嶽神社天昇殿耐震補強工事

（長野県）
神稲建設(株) １２月

平成 22 年度 村道廻谷線道路改良工事

（熊本県）
味岡建設(株) 相良村役場 １２月

堀口浄水場（福島県） 村越建設(株) 郡山市水道局 １２月

飯山市中央橋架替工事（長野県） 北野建設(株) 北信建設事務所 １２月

新日鉄工事事務所（愛知県） (株)大林組 新日鉄住金 Ｈ２４．１月

鳥屋野大島土地区画整理事業

（新潟県）
(株)加賀田組

鳥屋野大島土地区

画整理組合
１月

２３号豊橋ＢＰ御津高架橋ＰＣ上部工

事（愛知県）
日本高圧コンクリート（株）

国土交通省中部地

方整備局
１月

谷川作業所（兵庫県） グローリー建設(株) １月

さがみ縦貫相模原ＩＣ当麻地区改良

（その２）工事（神奈川県）
（株）松尾工務店

国土交通省関東地

方整備局横浜国道

事務所

２月

殿山ダム（和歌山県） (株)丸山組 関西電力(株) ２月

日の出作業所（東京都） 西松建設(株) ２月

大伝馬ビル建設計画（東京都） 大成建設(株) ヒューリック(株) ２月

播磨町北本荘造成工事（兵庫県） ヨシカワ(株)
(株)サンケー土地

建物
２月

国道１５３号伊那市～箕輪町 伊那バイ

パス（長野県）
平澤建設工業(株) 伊那建設事務所 ２月

橋爪橋橋梁修繕工事の内橋梁補修工

（愛知県）
(株)イチテック

国土交通省 中部

地方整備局
２月

岩木川左岸（二期）農業水利事業土淵

堰用水路三和地区（その 3）工事（青森

県）

青木あすなろ建設(株) 農林水産省 ２月
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神郷トンネル作業所（愛知県） フジタ
国土交通省 中部

地方整備局
２月

主要地方道岩泉平井賀普代線宮ノ下橋

橋梁災害復旧(23 災 331 号)工事(岩手

県)

(株)ピーエス三菱 岩手県 ２月

名神高速道路 大山崎ジャンクション

（鋼上部工）工事（京都府）
片山ﾃﾄﾗﾃｯｸ・駒井ﾊﾙﾃｯｸ JV NEXCO 西日本 ３月

仙台塩釜港仙台港区外港地区 C 防波堤

（災害復旧）本体工事（宮城県）
みらい建設工業(株)

東北地方整備局塩

釜港湾・空港整備

事務所

３月

（仮称）新津総合体育館建設工事（新

潟県）
(株)本間組 新潟市 ３月

堀止作業所（和歌山県） オリエンタル白石・小池組 JV ３月

八戸 LNG 一次基地 LNG ﾀﾝｸ建設工事

（青森県）
大成建設(株)

JX 日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ

㈱
３月

用沢川災害復旧工事（静岡県） 渡辺建設(株)
国土交通省中部地

方整備局
３月

北陸新幹線 石沢消雪基地造成他

(新潟県)
(株)廣瀬

独立行政法人 鉄

道建設・運輸施設

整備支援機構

３月

仙台市高速鉄道東西線仙台駅工区土木

工事（宮城県）
大成・大豊・りんかい日産・橋本 JV 仙台市交通局 ３月

桟改良事業（長野県） 三井住友建設(株)

国土交通省中部地

方整備局飯田国道

事務所

３月

堀口浄水場傾斜板躯体工事（福島県） (株)二嘉組 郡山市水道局 ４月

九州新幹線千綿川橋梁工事（長崎県） 大林・西武・西日本菱重興産 JV 鉄道・運輸機構 ４月

味生変電所作業所（大阪府） 味生変電所作業所（大阪府） ４月

磯子立杭現場（Brillia（ブリリア）

City 横浜磯子） （神奈川県）
大成建設(株)

東京建物、オリッ

クス不動産、東京

急行電鉄、伊藤忠

都市開発、日本土

地建物販売

４月

北陸新幹線 二日市橋梁（合成けた）

工事（石川県）
鉄建建設(株)

独立行政法人 鉄

道建設・運輸施設

整備支援機構

４月

津付ダム付替国道３９７号２号トンネ

ル築造工事（岩手県）
前田・長谷川 JV

岩手県 （津付ダ

ム建設事務所管

轄）

４月

宇部興産堺工場増築（大阪府） 大林組 宇部興産(株) ４月

東京電力柏崎刈羽原子力発電所防潮堤

工事（新潟県）
大成建設(株) 東京電力(株) ４月

十三作業所（兵庫県） (株)共立建設 ４月

東北電力西白河作業所（福島県） 飛鳥・ユアテック・三栄建設 JV 東北電力(株) ４月

平成 23 年度復旧治山事業第 22 号工事

（長野県）
山崎建設(株)

長野県飯田建設事

務所
５月
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北千葉道路 松崎集水路橋上部工事

（千葉県）
極東興和(株)

国土交通省関東地

方整備局
５月

圏央道桑山跨道橋外下部工事

（茨城県）
共立建設(株)

国土交通省関東地

方整備局
５月

北上川上流流域下水道都南浄化センタ

ー水処理施設増設１－２系（土木）工

事(岩手県)

戸田・恵工業 JV 岩手県 ５月

日立総合病院新 B 棟増築工事

（茨城県）
鹿島建設(株) (株)日立製作所 ５月

生地有脚式離岸堤ﾌﾞﾛｯｸ製作工事

(富山県)
桜井建設(株)

国土交通省北陸地

方整備局
５月

動物検疫所横浜本所建築その他工事

（神奈川県）
三幸建設工業

国土交通省横浜営

繕事務所
５月

寝屋川太平ポンプ場（大阪府） (株)香山組 ５月

白骨現場（長野県） 北沢建設(株) 飯田建設事務所 ５月

巻漁港（新潟県） 水倉組(株) ５月

陶器北造成作業所（大阪府） 大日本土木(株) ５月

災 333K 河公関-唐 1 公共河川災害復旧

作業所（岐阜県）
(株)天野建設 県土整備部砂防課 ５月

通常砂防工事 緊急防災対策砂防工事

合併工事（愛知県）
中部建設(株) 愛知県 ５月

阿南町西沢橋（長野県） (株)小池興業 ５月

国道８号下荒井高架橋他橋梁補修工事

（滋賀県）
(株)富士土建

福井河川国道事務

所
６月

岩熊地区補助急傾斜地崩壊対策（総流

防）工事（滋賀県）
(株)萩原建設 滋賀県 ６月

南三陸がれき処理現場（宮城県） 向井建設(株) 宮城県 ６月

西出堰堤工事用道路工事（滋賀県） （株）金子工務店
近畿地方整備局

琵琶湖河川事務所
６月

大和川下流流域下水道今池水みらいセ

ンター 3-2 系水処理施設土木工事（そ

の 2）（大阪府）

(株)鴻池組 大阪府 ６月

和歌山岬道路大谷高架橋北下部工事

(和歌山県)
三友工業(株)

和歌山河川国道事

務所
６月

北海道新幹線、岡町高架橋作業所

（青森県）
不動テトラ・梅林・田中 JV 鉄道・運輸機構 ６月

十三高槻街路東工区工事（大阪府） 森・ハンシン JV
大阪府茨城土木事

務所
６月

平成 23 年度晴海五丁目陸上防潮堤建設

工事（東京都）
前田建設工業(株)

東京都財務局契約

第一課
６月

鳥越跨線橋（岩手県） 東北化工建設(株)
国土交通省 山形

河川国道事務所
７月

八鹿日高道路小佐川橋下部工事

（兵庫県）
福井建設(株)

国土交通省近畿地

方整備局豊岡河川

国道事務所

７月

平成 22 年度 136 号社会資本整備総合交

付金工事（静岡県）
青木興業(株)

静岡県下田土木事

務所
７月
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東九州自動車道宇佐高架橋（鋼上部

工）工事（大分県）
宇部興産機械(株)

NEXCO 西日本高速

道路(株)
７月

原町火力発電所放水路連絡橋

（福島県）
(株)ピーエス三菱 東北電力(株) ７月

仙台市立病院（宮城県） 大林組・鉄建建設・中城建設 JV 仙台市 ７月

平成 22 年度由比地すべり深礎杭工事

（静岡県）
静和工業(株)

国土交通省中部地

方整備局
７月

真柄地区道路改良工事（山形県） 沼田建設(株)

東北地方整備局

山形河川国道事務

所

７月

四日市小古曽町宅地開発工事

（三重県）
(株)淺沼組 ７月

沼津市大岡計画宅地造成工事(静岡県) 日本国土開発(株) ８月

大門池（新潟県） (株)植木組 柏崎地域振興局 ８月

平成２３年度 ４２号紀宝トンネル整

備工事（三重県）
大日本土木(株)

国土交通省紀勢国

道事務所
８月

奥只見作業所（新潟県） 前田建設工業(株) ８月

ひびき鉄架工事（福岡県） (株)大林組 ８月

赤滝現場（奈良県） 山口建設 ８月

北陸新幹線富山北代工区（富山県） 大鉄・神崎・高田 JV
鉄道建設・運輸施

設設備機構
８月

用沢川東富士演習場障害防止

（静岡県）
渡辺建設(株)

静岡県沼津土木事

務所
８月

北浦湖岸堤穴瀬工区災害復旧その１工

事（茨城県）
樋口土木（株）

国土交通省霞ヶ浦

河川事務所
８月

仙台高速地下鉄西公園工区作業所

(宮城県)
大成・清水・アイサワ・橋本店 JV 仙台市交通局 ８月

一般国道 106 号川目地区橋梁下部工

(A1,A2)・道路改良舗装工事（岩手県）
岩手建設工業(株)

簗川ダム建設事務

所
８月

三石漁港外島防波堤建設工事

（北海道）
あおみ・機械開発北旺・経常 JV 室蘭開発建設部 ９月

一本柳地区下部工工事（宮城県） 奥村組土木興業（株）
国土交通省東北地

方整備局
９月

小白浜漁港災害復旧(23 災県第 662 号そ

の 3)ほか工事（岩手県）
(株)佐賀組 岩手県 ９月

浦ノ山沢作業所（新潟県） (株)木菱建設 ９月

利賀湖面橋上部受託工事（新潟県） (株)間組

国土交通省北陸地

方整備局利賀ダム

工事事務所

９月

西秋川衛生組合ごみ処理施設整備・運

営事業（東京都）
神鋼・安藤・高橋上田設計 JV 西秋川衛生組合 ９月

平城浄化センター耐震補強に伴う仮設

ポンプ井設置工事（奈良県）
廣岡建設(株) 奈良市役所 ９月

小武川第二砂防堰堤工事（山梨県） 小林建設(株)

国土交通省 関東

地方整備局 富士

川砂防事務所

９月
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京都第二外環状道路春日ＩＣ改良工事

（京都府）
戸田建設(株)

国土交通省 近畿

地方整備局 京都

国道事務所

１０月

中条川土石流対策・森廣瀬建設事務所

裏の対策(長野県)
北野建設(株)

県北信地方事務所

林務課
１０月

箱根西麓・三島大吊橋（静岡県） 山本建設・臼幸産業・中林建設 JV (株)フジコー １０月

柴鳥排水路その 4 工事（宮城県） 阿部春建設(株)
仙台地方管内／仙

台地方振興事務所
１０月

升川 IC 下部工工事（山形県） 沼田建設(株) １０月

北陸電力小原作業所（福井県） 飛鳥建設(株) 北陸電力(株) １０月

若竹寮新築工事（新潟県） 田中・大栄 JV 上越市 １０月

紀勢線赤羽川作業所（三重県） (株)山野建設
国土交通省 中部

地方整備局
１０月

東播磨南北道路水足西工区橋梁下部

（その１）工事（兵庫県）
前川建設(株)

兵庫県東播磨県民

局加古川土木事務

所東播磨南北道路

対策室

１０月

津谷ＩＣ構造物工事（山形県） 津谷ＩＣ構造物工事（山形県）

国土交通省東北地

方整備局 山形河

川国道事務所

１０月

森の中のオフィス建設工事（山梨県） （株）大林組 １０月

綾瀬いずみ保育園新築工事

（神奈川県）
（株）門倉組

社会福祉法人泉正

会
１０月

第一いろは坂（栃木県） (株)佐藤組 １０月

土砂災害防止工事（千葉県） 睦建設(株) １０月

清和梅田ビル作業所（大阪府） 清水建設(株) 清和綜合建物 １０月

河原町総合整備名古屋線川原町駅付近

連続立体交差化工事（三重県）

大林・大日本・戸田・森本・日本土建

ＪＶ

県土整備部 四日

市建設事務所
１１月

加古川中央ＪＣＴランプ改良工事

（兵庫県）
(株)奥村組

国土交通省近畿地

方整備局
１１月

国道 42 号伊古木高架橋他耐震補強工事

（和歌山県）
(株)ノバック

紀南河川国道事務

所
１１月

東岩瀬作業所（富山県） 大鉄工業(株) １１月

愛発作業所（福井県） 大鉄工業(株) １１月

八幡沢(下の沢) 土石流対策事業砂防堰

堤（群馬県）
県中之条土木 １１月

新名神高速道路箕面インターチェンジ

工事（大阪府）
戸田建設(株)

ＮＥＸＣＯ西日本

(株)
１１月

藤木沢作業所（神奈川県） あおみ建設(株) １１月

中通り大橋上部工床版工事（群馬県） 石橋・北村 JV 桐生市都市計画課 １１月

久留米・荒木館流堀橋梁改良工事他 2

工事（福岡県）
吉岡建設(株) １１月
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青森岡町作業所（青森県） (株)三共田中 １２月

小貝川作業所（茨城県） 大豊建設(株) １２月

星川雨水調整池築造工事（神奈川県） 大林・東亜・小雀 JV 横浜市環境創造局 １２月

前橋雨水調整池建設工事（群馬県） 宮下・泉野 JV 前橋市役所 １２月

高丘作業所（静岡県） (株)間組 １２月

足立シールド作業所（東京都） 佐田建設(株) １２月

天皇川通常砂防工事【山北 24 通常砂第

2060 号の 1 の 1】（京都府）
(株)白川工業 京都府庁 １２月

田中３号分流幹線公共下水道工事

（京都府）
古瀬・益田・太田ＪＶ 京都市上下水道局 １２月

名古屋鉄道 河和線青山駅付近鉄道高架

化事業（愛知県）
日起建設（株）

名古屋鉄道株式会

社
１２月

東北柏崎土木作業所 5 号機主排気ダク

ト津波対策工事（新潟県）
(株)間組 東京電力(株) １２月

高岡駅北口歩行者専用道建設工事

（富山県）
佐藤工業・塩谷建設・寺嶋工業 JV 高岡市 １２月

東海配水池耐震作業所（愛知県） (株)淺沼組 １２月

妙法寺駅東地区宅地造成工事

（兵庫県）
日本国土･竹中・前川 JV 商業土地開発㈱ Ｈ２５．１月

四日市市新総合ごみ処理施設造成工事

（三重県）
ＴＳＵＣＨＩＹＡ・中央特定建設 JV 四日市市 １月

大島町循環型施設(焼却施設・汚泥再生

処理センター)建設工事（東京都）
SNT・アタカ・山田 JV 東京都大島町 １月

永谷地区急斜面地崩壊対策工事

（広島県）
美建工業(株) 広島県 １月

塩子橋作業所（茨城県） ドーピー建設工業(株) １月

平成 24 年度西崎高架橋下部工(A1～P2)

工事（沖縄県）
大永建設(株) 沖縄総合事務局 １月

近畿自動車道紀勢線伊勢谷地区改良他

工事 （和歌山県）
戸田建設（株）

国土交通省近畿地

方整備局
１月

新仙台火力発電所(宮城県) 大成・五洋・東亜 JV 東北電力(株) １月

長沼中学校作業所（福島県） 渡辺建設(株) １月

鴨川広域河川改修工事（京都府） (株)古瀬組 京都府庁 １月

小名浜海底配管増設工事（福島県） 大成建設(株)

国土交通省東北地

方整備局小名浜港

湾建設事務所

１月

浜田港福井上屋新築工事（島根県） 宮田・祥洋 JV 島根県 １月

東九州自動車道中津工事（大分県） 青木あすなろ・松井組 JV
西日本高速道路株

式会社九州支社
１月
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臼田発電所導水路作業所（長野県） 北野建設(株) 中部電力(株) １月

鳥川大橋耐震補強工事（山形県） 沼田建設(株) １月

さがみ縦貫中沢第 2 橋下下部工事

（神奈川県）
あおみ建設(株)

国土交通省関東地

方整備局
１月

中西条浄水場（兵庫県） 前川建設(株) １月

H24 年度三遠南信龍江跨道橋 PC 上部工

事（長野県）
オリエンタル白石(株)

国土交通省中部地

方整備局
２月

平成 24 年度 佐久間道路大千瀬川橋下

部工事(静岡県)
大日本土木(株)

国土交通省浜松河

川国道事務所
２月

ネアックルン橋梁建設工事

（カンボジア）
三井住友建設(株)

カンボジア国公共

事業・運輸省
２月

国補地道第 846-10 号橋梁下部工事

（P3 橋梁）（茨城県）
(株)篠崎工務店 茨城県庁 ２月

紀北東道路上丹生谷改良工事

（和歌山県）
三友工業(株)

近畿地方整備局

和歌山河川国道事

務所

２月

知多浄水場浄水池外築造(その 2)工事

（愛知県）
鈴中・七番・村瀬 JV 愛知県庁 ２月

仙台市高速鉄道東西線広瀬川橋梁工事

（宮城県）

ピーエス三菱・富士ピーエス・東日本

コンクリート JV
仙台市交通局 ２月

東九州道〈佐伯～蒲江〉番匠川橋上部

工〈A1～P5〉工事（大分県）
(株)日本ピーエス

国土交通省九州地

方整備局
２月

23 号岡崎ＢＰ新矢作川橋右岸下部工事

（愛知県）
鉄建建設（株）

中部地方整備局名

四国道事務所
２月

学園東 8 丁目作業所（兵庫県） フジタ道路(株) ３月

飯田線坂下橋 Bo 新設（愛知県） 名工建設(株)
東海旅客鉄道(株)

建設工事部
３月

妙法寺駅東地区宅地造成工事

（兵庫県）
日本国土開発(株) 商業土地開発㈱ ３月

高梁川水江大橋下部工事（岡山県） (株)三幸工務店

国土交通省中国地

方整備局岡山河川

事務所

３月

敬称略


