
Ｃ　地盤の平板載荷試験及び杭の載荷試験 （１）

NO.                   工 事 名　 試 験 名                      発 注 者            元請業者         　        時　期   　         備  考

1 羽付き有孔鋼管を用いた地盤補強対策検討業務 西日本高速道路（株） （株）ドーユー大地 自H28年　3月 排水パイプ引抜き試験

2 コープ鳥栖エコセンター 新築工事 鳥栖コープ 自H28年　4月

3 中山リサイクル産業株式会社 箱崎埠頭保管倉庫増
築工事

中山リサイクル産業（株） 自H28年　4月

4 天狗鼻排水機場艇庫建設工事 （株）　チョープロ 自H28年　4月

5 三光トンネル作業所労務宿舎新設工事 （株）安藤・間 コマツハウス㈱ 自H28年　4月

6 （仮称）マルゼングループ筑紫野物流センター造成工
事

マルゼングループ協同組合 マルゼングループ協同
組合

自H28年　5月

7 拡張パイル複合地盤載荷試験‐福津市（砂質土） （株）パナホーム 報 国 エ ン ジ ニ アリ ング
（株）

自H28年　5月

8 セブンイレブン小倉三萩野２丁目 増築工事 計築建設株式会社 自H28年　6月

9 北九州市小倉北区緑ヶ丘1丁目擁壁工事 自H28年　6月

10 小形風力発電用支柱　引張荷重試験 内田鍛工（株） 内田鍛工（株） 自H28年　6月

11 益城町テクノ仮設団地　応急仮設住宅浄化槽 熊本県 （株）システムハウスＲ＆
Ｃ

自H28年　6月

12 下白水南 擁壁工事 (株)丸木建設 自H28年　6月

13 中国塗料株式会社 佐世保営業所 新築工事  中国塗料株式会社 郡リース(株) 自H28年　6月

14 植木店 新築工事  三協フロンテア株式会社 郡リース(株) 自H28年　6月

15 グランヒルズ三萩野新築工事 村上 嘉幸 上村建設㈱ 自H28年　6月

16 甲佐町乙女第３仮設団地 熊本県 （株）ナガワ 自H28年　7月

17 八代市役所仮設庁舎　賃貸借 八代市役所 東海リース(株) 自H28年　7月

18 熊本3号 葉山大橋下部工(P1)工事 熊本河川国道事務所 三洲建設(株) 自H28年　7月

19 福岡市西区愛宕南１丁目宅地整備先行工事 （株）西鉄グリーン土木 自H28年　7月

20 熊本3号 葉山大橋下部工(P1)工事 熊本河川国道事務所 三洲建設（株） 自H28年　7月

スペースエンジニアリング（株）



Ｃ　地盤の平板載荷試験及び杭の載荷試験 （２）

NO.                   工 事 名　 試 験 名                      発 注 者            元請業者         　        時　期   　         備  考

21 長崎自動車道平間橋（下部工）工事 西日本高速道路（株） (株)上滝 自H28年　7月

22 折尾高架駅部Ｂℓ新設他７ 九州旅客鉄道（株）建設工事部 施設
課

駅部Ｂℓ新設他工事共同
企業体（九鉄・鹿島ＪＶ）

自H28年　8月

23 松浦発電所第２号機　増設工事 九州電力（株） 大成建設(株) 自H28年　8月

24 平和１丁目擁壁工事 自H28年　8月

25 (H28)排水パイプの引抜き試験 西日本旅客鉄道㈱ 広成建設（株） 自H28年　8月 排水パイプ引抜き試験

26 熊本県立劇場PC版用ファスナー耐力試験 熊本県 翠興産（株） 自H28年　9月

27 島原農業高校鶏舎改修工事 長崎県 （有）昭和技研工業 自H28年　9月

28 仮設庁舎プレハブリース 健軍駐屯地乗務隊 管理科 東海リース(株) 自H28年　9月

29 東区美和台造成工事 興永産業(株) 自H28年　10月

30 熊本職業能力開発促進センター仮設建物の賃貸借 内藤ハウス 自H28年　10月

31 ハローストレージ博多区東光寺町１丁目 デベロップ デベロップ 自H28年　10月

32 南原１工区地区治山工事（山腹工） 筑後農林事務所 日本地研（株） 自H28年　10月

33 川西紙業株式会社福岡事業所 新築工事 川西紙業 五洋建設（株） 自H28年　10月

34 荒江保育園増築工事 社会福祉法人　竹生会 郡リース(株) 自H28年　10月

35 大野城市平野台1丁目造成計画 興永産業(株) 興永産業(株) 自H28年　10月

36 小倉第３雨水幹線築造工事（１工区） 春日市年整備部下水道課 アビル工業（株） 自H28年　11月

37 熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業施
設建築物新築工事

大成建設（株）九州支店 大成建設（株）九州支店 自H28年　11月

38 Ｖolkswagen Ｙahata Ｎishi 新築工事 トヨタカローラ博多（株） 上村建設（株）九州支店 自H28年　11月

39 （仮称）エンクレスト銀天町モデルルーム 新築工事 三光ハウス（株） 自H28年　11月

40 ＳＥ熊本島崎３丁目店新築工事 （株）セブン-イレブン・ジャパン （株）占部組 自H28年　12月

スペースエンジニアリング（株）



Ｃ　地盤の平板載荷試験及び杭の載荷試験 （３）

NO.                   工 事 名　 試 験 名                      発 注 者            元請業者         　        時　期   　         備  考

41 （仮称）ハローストレージ福岡空港（志免町） デベロップ デベロップ 自H29年　1月

42 塩原小学校校舎増築その他工事 福岡市 北辰建設（株） 自H29年　1月

43 美咲野小学校プレハブ校舎賃貸借 大津町 東海リース（株） 自H29年　1月

44 （仮称）サンリアン大野城モデルルーム新築工事 末次 宏行・泰世 様 トヨタホームつくし（株） 自H29年　1月

45 社会医療法人社団　高野会　高野病院新築工事 社会医療法人社団 高野会 高野病
院

松尾・岩永特定建設工
事共同企業体

自H29年　1月

46 南片江小学校仮設校舎賃貸借 福岡市 教育委員会 教育環境部 施設
課

東海リース（株） 自H29年　1月

47 宝満川上流浄化センター場内整備工事 福岡県下水道管理センター 大晃建設（株） 自H29年　2月

48 熊本職業能力開発促進センター仮設建物の賃貸借 独立行政法人 熊本職業能力開発促
進センター

（株）内藤ハウス 自H29年　3月

49 猪野土井線道路改築工事（２工区） 福岡県土整備事務所 （株）國崎組 自H29年　3月

50 （株） 仙台銘板 福岡営業所 新築設計 （株）仙台銘板 自H29年　3月

51 （株） フジチク畜舎新築工事 （株） フジチク （株）宇都宮建設 自H29年　3月

52 御船簡裁庁舎外１庁新営実施設計等業務（豊後高田
簡裁）

最高裁判所事務総局経理局 （株）サムシング 自H29年　3月

53 城南区七隈１丁目造成計画 自H29年　3月

54 福津市東福間２丁目 造成工事 興永産業（株） 自H29年　4月

55 朱雀２丁目 擁壁工事 （株）丸木建設 自H29年　4月

56 （仮称）つばさ東保育園新築工事 （株）内藤ハウス 自H29年　4月

57 富合中学校における仮設建物 熊本市長 日東工営（株） 自H29年　4月

58 社会福祉法人　亀保の里改築工事の内造成工事 社会福祉法人　亀保の里 （有）吉田建設 自H29年　4月

59 下西山川管理用道路設置工事（２工区） 福岡県那珂県土整備事務所 大晃産業（株） 自H29年　4月

60 玉陵中学校 仮設プレハブ校舎 借上 玉名市役所 郡リース（株） 自H29年　5月

スペースエンジニアリング（株）



Ｃ　地盤の平板載荷試験及び杭の載荷試験 （４）

NO.                   工 事 名　 試 験 名                      発 注 者            元請業者         　        時　期   　         備  考

61 小型風力発電 ＣＦ２０ ジャパン㈱日本テクノ１号機 （株）日本環境テクノ 自H29年　5月

62 神松寺３丁目 擁壁工事 興永産業（株） 自H29年　5月

63 二重峠トンネル仮設事務所他工事 郡リース（株） 自H29年　5月

64 シニアホーム高木瀬 デイサービスセンター新築工事 （株）ＭＴ・ＣＯ 黒木建設（株） 自H29年　5月

65 平成29年度 羽根付き有孔鋼管を用いた地盤補強対
策検討業務

NEXCO 西日本コンサルタンツ（株） 西日本高速道路コンサ
ルタント（株）

自H29年　6月

66 （仮称）宗像市自然エネルギー（太陽光）発電計画 和樹・マツモトＪＶ 自H29年　8月

67 大宰府市水城４丁目造成計画工事 （株）丸木建設 自H29年　8月

68 福岡県朝倉県土整備事務所仮設庁舎 計画 （株）丸木建設 自H29年　8月

69 九州歴史資料館新収蔵庫賃貸借 （株）丸木建設 自H29年　8月

70 城南区樋井川４丁目造成工事 自H29年　9月

71 飛鳥会館 博多南斎場新築工事に伴う地質調査 飛鳥会館 自H29年　9月

72 福岡県直方特別支援学校仮設校舎賃貸借 福岡県教育庁教育企画部施設課 自H29年　9月

73 九州イノアック 自H29年　9月

74 菊鹿ワイナリー6次産業化連携推進施設建築本体工
事

山鹿市長 中嶋 憲正 （株）立山・永田建設工
事共同企業体

自H29年　10月

75 熊本交通運輸（株）八代車庫 自H29年　10月

76 （仮称）（株）ケイハン新門司事務所増築工事 自H29年　10月

77 （株）エイチ・ピー熊本プロダクツF棟増築工事 自H29年　10月

78 福岡空港国際線旅客需要増対策工事（バスラウンジ
拡張工事）

福岡空港ビルディング（株） 大成建設（株） 自H29年　10月

79 平等寺那珂川線道路防災工事 自H29年　11月

80 春日造成工事 自H29年　11月

スペースエンジニアリング（株）



Ｃ　地盤の平板載荷試験及び杭の載荷試験 （５）

NO.                   工 事 名　 試 験 名                      発 注 者            元請業者         　        時　期   　         備  考

81 西区拾六町四丁目造成工事 自H29年　11月

82 福岡県立古賀特別支援学校仮設校舎建設基本計画
作成業務

自H29年　11月

83 青葉小学校プレハブ校舎賃貸借 郡リース（株） 自H29年　11月

84 真崎町造成工事 ジャパンホームシールド
（株）

自H29年　11月

85 熊本市中央区黒髪5丁目トランクルーム計画 自H29年　11月

86 猪野土井線道路改築(４工区)工事 福岡県土整備事務所 (株)国崎組 自H29年　11月

87 山口原田線　橋梁下部工工事（１工区） 自H29年　12月

88 脱硫ファン防音建屋新築工事 九州電力（株） 大成建設（株） 自H29年　12月

89 中央町穴生線（青山工区）公園連絡橋下部工工事
（29-1）

北九州市役所 東栄建設(株) 自H29年　12月

90 別府春木店平板載荷試験 自H29年　12月

91 諫早鉄道軌道建設所仮設事務所新築工事 自H29年　12月

92 （仮称）Ｄプロジェクト福岡戸原新築工事 自H29年　12月

93 宇島乗務員宿舎新築工事 自H30年　1月

94 熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業
施設建築物新築工事

大成・吉永・岩永・三津
野・新規建設共同企業

自H30年　1月

95 （仮称）神戸クックワールドビュッフェ久留米店　新築
工事

自H30年　1月

96 筑紫女学園大学付属幼稚園仮設園舎工事 自H30年　1月

97 平田台２丁目擁壁工事 自H30年　1月

98 ケイティライン擁壁新築工事 自H30年　1月

99 （仮称）福岡中央区地行浜二丁目計画マンションギャ
ラリー新築工事

自H30年　2月

100 牧山川雨水幹線（その５）菅渠築造工事 自H30年　2月

スペースエンジニアリング（株）



Ｃ　地盤の平板載荷試験及び杭の載荷試験 （６）

NO.                   工 事 名　 試 験 名                      発 注 者            元請業者         　        時　期   　         備  考

101 山口川筋 松崎取水樋門工事 （株）宮尾組 自H30年　2月

102 城南区田島2丁目 トランクルーム計画 自H30年　2月

103 宇美町大字井野町地内開発造成工事 自H30年　2月

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

スペースエンジニアリング（株）


