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目荒らし工法実績一覧（近年の事例）

MCR工法実績

年度 施工場所 ゼネコン

2009 上伊佐布高架橋 静岡 三井住友 JV

上尾道路桶川地区 埼玉 鹿島建設

清水飯田東小学校 静岡 鈴与建設

栃木特別支援学校 栃木 渡辺 JV

秋田港外構 秋田 村岡建設工業

成田NT北駅 千葉 西松 JV

大阪府立花園高校 大阪 矢作建設工業

大曲法務支局 秋田 はりま建設

五十沢地区統合小学校 新潟 伊米ヶ崎 JV

和豊帯の会新集会施設 千葉 鵜沢建設

星薬科大学 東京 大成建設

浅川トンネル 東京 鹿島道路

2010 幸福の科学シニア黄金館 栃木 篠崎建設

はまゆう新築工事 2期 鹿児島 前田組

新市七曲西城線工事 広島 武田組

品川養護学校 東京 飛島 JV

西調布市実験場 22 号館 東京 鹿島建設

大手 2丁目地区建設工事 福井 石黒建設

里音別川橋 北海道 三井住友建設

岩倉同志社高校 京都 吉村建設工業

本店赤羽住宅 東京 合田工務店

日本車輌㈱研修センター 愛知 JR東海建設

埼玉警察学校 埼玉 石井工務店

2011 湘風会老建フィオーレ 神奈川 戸田建設

本店国立東家族寮 東京 興建社

日大三島 静岡 大成建設

小田急下北沢 東京 大成建設

本町 1丁目ビル 東京 ナカノフドー建設

射水中村高架橋 富山 三井住友 JV

南区南浦和 3丁目 埼玉 大林組

福島漁港外港東防波堤 北海道 菅原組

警視庁福生警察署 東京 大神田建設

2012 豊島西池袋医院 東京 渡辺建設

新松川大橋 長野 鹿島建設

武蔵水路改築 埼玉 鹿島建設

本店薬円台住宅 千葉 関東建設工業

賀茂医療センター 広島 奥村組

未来倶楽部三郷 埼玉 五洋建設

横畠外科 東京 大成建設

東埼玉病院 埼玉 清水建設

年度 施工場所 ゼネコン

2015 武蔵野水路　12Ⅰ工区 埼玉 東亜興業

川本浄水場 埼玉 前澤工業

大手橋上り線 福井 ピーエス三菱

灯台製作工事 茨城 岡部工務店

相馬港湾復興 福島 庄司・五栄 JV

香港

臼谷漁港機能強化工事 北海道 ハラダ工業

金城学院 愛知

ユーミー14、
ユーミー16マンション 熊本 弓場建設

美国漁港防波堤改良工事 北海道 福津組

椿港西防波堤灯台施設改良
改修工事 秋田 沢木組

ラクラス上島Ｌ分 静岡 遠鉄建設

泉佐野市若宮町マンション 大阪 栗本建設工業

白砂川橋梁 群馬 鉄建・鹿島 JV

東砂２丁目アパート 東京 ショーボンド建設

横浜市道橋 神奈川 宇野重工

カメリア 熊本 弓場建設

第三中学校南校舎 島根 内藤組

熊本大学北 熊本 弓場建設

稲沢荻須記念美術館増築 愛知 鈴中工業

2016 大阪・美原ラジオ放送所 大阪 島之内工務店

札幌市中央区南 11 条西 6
丁目計画 北海道 村本建設

池田街道 兵庫 大鉄工業

大阪・美原ラジオ放送所 大阪 島之内工務店

札幌市中央区南 11 条西 6
丁目計画 北海道 村本建設

鹿島田再開発 神奈川 清水建設

岩手県立療育センター・盛
岡となん支援学校新築工事 岩手 鹿島・熊谷・菱

和 JV
老人福祉センター寿荘
解体工事 神奈川 松浦建設

新がんセンター 高知 清水建設

横浜駅中央自由通路と横浜
駅西口地下街との接続のう
ち公共地下歩道の延伸事業
地下街改修工事

横浜 大林組

稲城消防出張所新築工事 東京 大石建設

向島労基署 東京 コーナン建設
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目荒らし工法実績一覧（近年の事例）

超高圧洗浄（MJ2000）工事　公共工事実績

年度 施設名 ゼネコン

2008 ベルコリーヌ南大沢 大成建設

東京地方裁判所立川支部 大成建設

2009 国立がんセンター（千葉県柏市） 松井建設

逗子小坪 大成建設

渋谷区文化総合センター大和田 大成建設

2010 昭和学院 大成建設

横浜山下町（再） 大成建設

千葉県国保会館 大成建設

水戸地方法務局下妻支局 東洋建設

東京大学柏キャンパス 松井建設

一宮町立一宮中学校 大成建設

2011 千葉地方裁判所松戸 宮崎建設

年度 施設名 ゼネコン

2012 成城学校 大成建設

埼玉県立がんセンター 戸田建設

東京大学工学部 安藤・間

住吉プロジェクト 大成建設

2013 芝浦水再生センター 飛島建設

稲毛東共同住宅 大成建設

東京都立板橋看護専門学校 アイサワ工業

2014 国立歴史民俗総合研究棟 新日本建設

2015 銚子労働総合庁舎 東洋建設

酒田市庁舎改築 大成建設

森山リハビリ病院 大成建設

春日部市立病院 大成建設


