
工事実績　No.114

工事名称 ： (仮称)グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅠ期-③　新築工事

工　　  期 ：　 平成28年10月24日～平成29年1月23日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1600 φ2600 FL-10.800 L=8.000 24

φ1600 φ2300 FL-10.800 L=8.000 4

φ1600 φ2300 FL-16.800 L=14.000 4

合計 32

柱状図

本数 備考

杭先端位置

FL-16.800



工事実績　No.113

工事名称 ： (仮称) ランドアーク早岐参番館 新築工事

工　　  期 ：　 平成28年11月30日～平成29年1月13日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ2000 - GL-13.300 L=10.100 2

φ2000 φ2300 GL-13.300 L=10.100 2

φ2000 φ2400 GL-13.300 L=10.100 3

φ2000 φ2600 GL-13.300 L=10.100 3

φ1500 - GL-10.800 L=7.600 1

φ1500 - GL-10.000 L=7.600 1

合計 12

柱状図

本数 備考



工事実績　No.112

工事名称 ： (仮称)MJR九品寺　新築他

工　　  期 ：　 平成28年9月20日～平成28年11月16日

杭仕様(A棟) 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1300 - GL-32.100 L=30.000 4

φ1500 - GL-32.100 L=30.000 3

φ1500 φ2000 GL-32.100 L=30.000 1

合計 8

柱状図(A棟)

本数 備考

杭先端位置

GL-32.100



工事名称 ： (仮称)MJR九品寺　新築他

工　　  期 ：　 平成28年9月20日～平成28年11月16日

杭仕様(B棟) 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1500 - GL-33.950 L=31.000 1

φ1500 - GL-34.200 L=32.000 2

φ2000 - GL-34.100 L=31.000 6

φ2000 - GL-34.850 L=31.000 2

φ2000 φ2700 GL-34.100 L=31.000 6

合計 17

柱状図(B棟)

本数 備考

杭先端位置

GL-34.850



工事実績　No.111

工事名称 ： レジデンシャル中島川　ザ・テラス　新築工事

工　　  期 ：　 平成28年9月8日～平成28年11月14日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長 本数 備考

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1800 - GL-10.100 L=7.100 1

φ1800 φ2800 GL-13.800 L=9.100 1

φ2000 φ2400 GL-10.600 L=7.600 1

φ2000 φ2600 GL-14.100 L=8.100 1

φ2000 φ2600 GL-14.100 L=11.100 2

φ2000 φ3000 GL-12.100 L=9.100 1

φ2000 φ2600 GL-13.800 L=9.100 3

合計 10

柱状図

杭先端位置

GL-14.100



工事実績　No.110

工事名称 ： (仮称)室見1丁目計画 新築工事

工　　  期 ：　 平成28年8月4日～平成28年9月21日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1600 - GL-12.250 L=9.000 2

φ2000 φ2200 GL-13.250 L=10.000 3

φ2000 φ2200 GL-16.450 L=12.500 1

φ2000 φ2500 GL-13.750 L=10.500 1

φ2000 φ2600 GL-13.250 L=10.000 3

合計 10

柱状図

本数 備考

杭先端位置

GL-16.450



工事実績　No.109

工事名称 ： (仮称)MM-6新築工事

工　　  期 ：　 平成28年7月5日～平成28年8月26日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ2000 φ2200 GL-19.400 L=16.100 3

φ2000 φ2400 GL-13.400 L=10.100 1

φ2000 φ2400 GL-13.400 L=10.100 4

合計 8

柱状図

本数 備考

杭先端位置

GL-19.400



工事実績　No.108

工事名称 ： (仮称)アーティックス清水Ⅱ 新築工事

工　　  期 ：　 平成28年7月25日～平成28年8月20日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長 本数 備考

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ2000 φ2900 GL-9.150 L=5.900 3

φ2000 φ2700 GL-9.150 L=5.900 2

φ2000 φ2700 GL-9.800 L=5.900 2

φ2000 φ2400 GL-9.800 L=5.900 2

合計 9

柱状図

杭先端位置

GL-9.800



工事実績　No.107

工事名称 ： 合同会社GG様マンション新築工事

工　　  期 ：　 平成28年6月21日～平成28年7月22日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長 本数 備考

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1500 φ2000 GL－13.000 L＝10.400 8

φ1500 φ1800 GL－13.000 L＝10.400 4

φ1300 - GL－13.000 L＝10.400 4

合計 16

柱状図

杭先端位置

GL-13.000



工事実績　No.106

工事名称 ： 山口大学(医病)診療棟・病棟新営工事

工　　  期 ：　 平成28年3月22日～平成28年6月29日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長 本数 備考

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1600 - FL－20.500 L＝18.500 2

φ1600 - FL－20.500 L＝15.000 1

φ1600 φ2200 FL－20.500 L＝15.000 12

φ1600 φ2200 FL－20.500 L＝15.000 1

φ1600 φ2200 FL－20.500 L＝14.700 4

φ1600 φ2200 FL－20.500 L＝14.100 2

φ1600 φ2200 FL－20.500 L＝14.100 10

φ1600 φ2200 FL－20.500 L＝13.800 2

φ1600 φ2200 FL－20.500 L＝14.100 3

φ2000 φ2600 FL－20.500 L＝14.100 8

合計 45

柱状図

杭先端位置

FL-20.500



工事実績　No.104

工事名称 ： ネクサス大濠

工　　  期 ：　 平成28年3月23日～平成28年5月26日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長 本数 備考

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ2000 - GL－22.700 L=19.000 4

φ2000 φ2500 GL－15.700 L=12.000 2

φ2000 φ2800 GL－15.700 L=12.000 4

φ2000 φ2400 GL－15.050 L=10.000 4

φ2000 - GL－13.700 L=10.000 1

合計 15

柱状図

杭先端位置

GL-15.700



工事実績　No.105

工事名称 ： モントーレ長丘

工　　  期 ：　 平成28年4月18日～平成28年5月17日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長 本数 備考

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1500 - GL－ 9.950 L= 7.600 6

φ1500 φ1900 GL－ 9.950 L= 7.600 2

φ1500 - GL－12.950 L=10.600 2

φ1500 - GL－13.150 L=10.600 1

φ1500 φ1900 GL－12.950 L=10.600 1

φ1500 φ2200 GL－12.950 L=10.600 1

φ1500 φ2200 GL－13.150 L=10.600 1

φ1300 - GL－ 8.950 L= 6.600 2

合計 16

柱状図

杭先端位置
GL-13.150



工事名称 ： ネクサス大濠

工　　  期 ：　 平成28年3月23日～平成28年5月26日

柱状図

杭先端位置

GL-22.700



工事実績　No.103

工事名称 ： (仮称)グランドメゾン浄水ガーデンシティプロジェクトⅠ期-②　新築工事

工　　  期 ：　 平成28年2月11日～平成28年4月21日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1600 φ2100 FL-12.100 L=8.000 28

φ1600 φ2400 FL-12.100 L=8.000 4

合計 32

柱状図

本数 備考

杭先端位置
FL-12.100



工事実績　No.102

工事名称 ： プレミスト千早

工　　  期 ：　 平成28年2月5日～平成28年4月15日

杭仕様 軸部径 拡底施工径 掘削長 杭実長 本数 備考

(設計値) (㎜) (㎜) （ｍ） （ｍ）

φ1800 φ2800 GL-12.750 L=9.200 14

φ1800 φ2800 GL-12.750 L=7.850 2

φ1500 φ2100 GL-12.750 L=9.200 2

φ1500 φ2100 GL-12.750 L=7.850 2

φ1500 φ2100 GL-16.000 L=12.450 1

φ1500 φ2100 GL-16.000 L=11.100 1

φ1500 - GL-12.750 L=9.340 2

φ1500 - GL-12.750 L=9.200 1

φ1800 φ2700 GL-12.150 L=7.250 4

φ1800 φ2700 GL-12.150 L=9.140 2

φ1800 - GL-19.200 L=16.190 2

φ1500 φ1800 GL-12.150 L=9.140 1

φ1500 φ1500 GL-17.000 L=13.990 1

φ1800 φ2700 GL-17.000 L=13.990 6

φ1800 φ2100 GL-17.000 L=13.990 2

φ1500 φ1800 GL-17.000 L=13.990 1

合計 44

柱状図

杭先端位置

GL-12.150



柱状図

杭先端位置
GL-19.200


