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人と地球の未来を考える 　熊谷組　

このパンフレットにはDVDがございます。必要なお客様は、担当者もしくは下記広報部までご連絡ください。
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神奈川県横浜市、新子安駅近くの丘にそびえる総戸数４９７戸の大規模マンション。設計・施工を担当する

熊谷組は、お客様である三菱地所レジデンスと施工中も議論を重ね、お客様の意向を具現化するだけでは

なく、実際に生活する入居者の皆様の視点に立った様々な提案を行っています。

　いま熊谷組が持続的な成長企業

となるためには、確かな技術力に

支えられた高品質の「ものづくり」

だけでなく、顧客ニーズを踏まえた

「建設サービス業」へのシフトが

必要不可欠であると考えています。

　お客様のご要望にお応えするの

はもちろんのこと、営業から設計・

施工、アフターケアまで、「ものづ

くり」のあらゆる部分をサービスと

してとらえ、お客様の想いをくみとり、

私たちが得意とする建設技術を活

かした提案をすること。どこからで

も素早く柔軟に対応できる組織力・

社員力を発揮すること。

　それが、私たちの目指す、「建設

業の技術」と「サービス業のホスピ

タリティ」を融合した、新しいスタ

イルの「建設サービス業」です。

 新子安１丁目１８番計画新築工事

●ザ・パークハウス横浜新子安ガーデンー神奈川県　
 発注者●三菱地所レジデンス株式会社　設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

 立命館大学ＢＫＣ理工系新棟Ⅰ（仮称）新築工事及び他工事

●立命館大学びわこ・くさつキャンパス バイオリンクー滋賀県　発注者●学校法人立命館　設計者●株式会社安井建築設計事務所

立命館大学びわこ・くさつキャンパスは、熊谷組が長年建設に携わってきた教育拠点です。ここではいま、生命科学部・薬学部の研究施設として、地上8階建

の新棟の建設が進められています。専門性の高い教育内容に合わせたお客様からの様々な要望を熊谷組は長年の経験をもって具体化しています。

特集● 社員ひとりひとりがつくる「建設サー ビス業」

 ものづくりから、

 顧客ニーズを踏まえた

「建設サービス業」へ

町田作業所長
「看板現場という感覚を持ち、企業
を代表する現場という捉え方をし
ておりますので、現場を綺麗にし
ておけば、災害はある程度低減
できるものだと、そういう自負もあり
ます」 

これまで熊谷組は、高い技術力と誠実なものづくりによって、お客様の多様なニーズに応えてきました。 
そして今、「建設業の技術」と「サービス業のホスピタリティ」を融合した新たな「建設サービス」により、
熊谷組はお客様にさらなる感動をお届けしています。

 田尻地区函渠その５工事

●東京外かく環状道路ー千葉県　発注者●国土交通省関東地方整備局

千葉県市川市で進められている「東京外かく環状道路（外環）」を延伸する工事。三環状のひとつである「外環」を高速湾岸線と繋げる工事は、国家的プロ

ジェクトとして注目を集めています。そのため発注者である国土交通省主催の見学会などが開かれ、多くの人が訪れます。そこで熊谷組は、いつ誰が来ても

自信を持って見せられるよう、日頃から「綺麗で安全な現場」となることを徹底しています。 

●軽子坂ＭＮビル改修工事ー東京都　発注者●セントラル開発株式会社  日本生命保険相互会社　設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

「誠実な営業、誠実な施工、誠実なフォロー」を実践する熊谷組。様々な部署の社員が、お客様の立場に立った仕事をしています。営業や設計の段階から、

熊谷組の建設サービスは始まっています。

嶋田設計係長
「お客様の要望をヒアリングして、
それを実現するプランなどを作成し、
またお客様の隠れた要望や将来
的な使い勝手等を考慮した提案
をして、お客様の使い勝手や利益
に繋がっていく。これが私の考える
『建設サービス業』だと思っており
ます」

竹内営業部長
「お客様のニーズを数多く聞き出
すということが一番大事なことだと
思っています。お客様に愛される
熊谷組、そして熊谷組の営業マン
であることを心がけています」 

神前作業所長
「建設業のプロとしての意見をはっ
きり言う、それを続けていくと熊谷
組ファンが増えてくる、そうなるとま
た仕事が頂け、更に良い考えが浮
かんでくる。建設サービス業という
のは、それの繰り返しではないかな
と思っています」 

下村工事係
「私が考える建設サービス業は、
一歩先の提案をすることですね。
施工する側から提案していくこと
が大切なのではないでしょうか」 

栂野作業所長
「ただ造るのではなくて、『想って
造る』、そういう想いでお客様にご
提供していきたい、そういうものが
建設サービス業のスピリッツと同じ
ものと私は考えます」 

施工中もお客様との議論を重ねます
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社会基盤をつくる「建設サービス業」 熊谷組は、全国のインフラ整備に、
積極的に取り組んでいます。

●切目川河川総合開発（切目川ダム本体工）工事ー和歌山県
　  発注者●和歌山県

洪水調節、流域の正常な機能維持、上水道用水の安全供給を目的とした多目的ダム。

●野火止浄水場高架水槽築造工事ー埼玉県
　  発注者●新座市

高さ３３ｍ、直径１３m、貯水量４,０００mの巨大なステンレス製高架水槽を築造。

●道徳雨水幹線下水道築造工事ー愛知県
　  発注者●名古屋市

●東町・吉崎南雨水幹線管渠布設工事ー三重県
　  発注者●四日市市

市街地の雨水による水害を防ぐため、シールド工法により施工。 市街地の雨水による水害を防ぐため、シールド工法により施工。

●富山ライン建設工事（A-3工区）ー富山県
　  発注者●国際石油開発帝石株式会社

新潟県糸魚川市と富山市を結ぶ天然ガス輸送パイプラインの内、富山県朝日町で山岳トンネルを施工。 

●飯坂クリーンサイト第2期処分場・土堰堤工事（その1）ー福島県
　  発注者●株式会社クリーンテック

廃棄物に接触した水の外部流出を防ぐため土堰堤を施工。

●足柄大井ソーラーウェイー神奈川県　太陽光発電施設
　  発注者●東光電気工事株式会社

●いちご名護二見ECO発電所ー沖縄県　太陽光発電施設
　  発注者●東光電気工事株式会社

快適な暮らしをつくる「建設サービス業」
熊谷組は、専門的な分野に応じた教育施設から入居者の
多様なライフスタイルに合わせた、質の高い様々な
マンションまで使う人の立場に立った建物を造っています。

教育施設教育施設教育施設
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●パークアクシス池田山ー東京都　集合住宅
　  発注者●三井不動産株式会社 
　  設計者●株式会社熊谷組関西一級建築士事務所

●パークホームズ木場クリアテラスー東京都　集合住宅
　  発注者●三井不動産レジデンシャル株式会社
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●ウェリス平尾山荘ー福岡県　集合住宅
　  発注者●エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●四條畷学園 幼稚園・看護学部棟ー大阪府
　  発注者●学校法人四條畷学園
　  設計者●株式会社熊谷組関西一級建築士事務所

●大阪青山大学5号館 看護学科棟ー大阪府
　  発注者●学校法人大阪青山学園
　  設計者●株式会社東畑建築事務所

●立命館大学 衣笠キャンパス大学院「究論館」ー京都府
　  発注者●学校法人立命館
　  設計者●株式会社安井建築設計事務所

●学校法人樟蔭学園 小阪キャンパス整備計画ー大阪府　教育施設
　  発注者●学校法人樟蔭学園　設計者●株式会社熊谷組関西一級建築士事務所

シンボル棟をはじめとした3棟の建設と同時に、大正時代に建てられた登録有形文化財「樟古館」を移設して、現代に甦らせました。
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快適な暮らしをつくる「建設サービス業」 熊谷組は、地域に密着した商業施設、さらには福祉・医療施設などを手掛け、
より豊かで、安全・安心な生活の実現をサポートしています。

●福井大学医学部附属病院ー福井県
　  発注者●国立大学法人福井大学
　 設計者●株式会社内藤建築事務所

●一般財団法人脳神経疾患研究所 管理棟ー福島県
　  発注者●一般財団法人脳神経疾患研究所
　  設計者●株式会社熊谷組東北一級建築士事務所

●一般社団法人巨樹の会 原宿リハビリテーション病院ー東京都
　  発注者●一般社団法人巨樹の会
　  設計者●平建築設計事務所有限会社

●兵庫県立尼崎総合医療センターー兵庫県
　  発注者●兵庫県　設計者●株式会社日建設計

●社会医療法人財団新和会 八千代病院新館ー愛知県
　  発注者●社会医療法人財団新和会
　  設計者●アーキ・ゾーン建築都市研究所

●社会医療法人白光会 白石病院ー鹿児島県
　  発注者●社会医療法人白光会
　  設計者●株式会社東条設計

●サービス付高齢者向け住宅「御宿ぶどうや」ー福島県　福祉施設
　  発注者●株式会社こころの駅
　  設計者●株式会社熊谷組東北一級建築士事務所

●「ふれんどビル」高齢者複合施設Ⅲー北海道　福祉施設
　  発注者●社会福祉法人ふれんど
　  設計者●株式会社シグマ小暮建築設計事務所

●福岡県済生会大牟田ライフケア院ー福岡県　福祉施設
　  発注者●社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会
　  設計者●株式会社梓設計

●塩別つるつる温泉ー北海道　温浴施設・公共

　  発注者●野村興産株式会社
　  設計者●株式会社柴滝建築設計事務所

●ららぽーと和泉ー大阪府　商業施設
　  発注者●三井不動産株式会社　設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●ホームズ川越的場店 島忠HOME’S研修センターー埼玉県　商業施設
　  発注者●株式会社島忠
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●コピオ相模原インター店ー神奈川県　商業施設
　  発注者●株式会社スーパーアルプス
　  設計者●株式会社坂川建築設計事務所

●株式会社イースタン中大塩工場・新銅めっき棟ー長野県　生産施設
　  発注者●株式会社イースタン
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●株式会社ミツカンフレシア美濃加茂工場（チルド工場）ー岐阜県　生産施設
　  株式会社Mizkan Sanmi美濃加茂工場（ドライ工場）ー岐阜県　生産施設
　　発注者●株式会社中埜酢店
　  設計者●株式会社安井建築設計事務所

写真はチルド工場。 

災害時でも医療拠点として機能するよう、基礎免震工法を採用。

既存のオフィスビルの用途を変更し、新たな３０３床の病院へ全面改装。 写真はホームズ川越的場店。

尼崎病院と塚口病院を再編統合した７３０床の大病院で、我が国を代表する高度急性期・高度専門医療を担う“マグネットホスピタル”です。
＊マグネットホスピタルとは、患者・医師・看護師を磁石のように引きつけて放さない、魅力ある病院のことです。

横３００m、縦１００m、地上5階建て、２００以上の店舗が入る巨大ショッピングモール。



快適な暮らしをつくる「建設サービス業」 熊谷組は、地域に密着した商業施設、さらには福祉・医療施設などを手掛け、
より豊かで、安全・安心な生活の実現をサポートしています。

●福井大学医学部附属病院ー福井県
　  発注者●国立大学法人福井大学
　 設計者●株式会社内藤建築事務所

●一般財団法人脳神経疾患研究所 管理棟ー福島県
　  発注者●一般財団法人脳神経疾患研究所
　  設計者●株式会社熊谷組東北一級建築士事務所

●一般社団法人巨樹の会 原宿リハビリテーション病院ー東京都
　  発注者●一般社団法人巨樹の会
　  設計者●平建築設計事務所有限会社

●兵庫県立尼崎総合医療センターー兵庫県
　  発注者●兵庫県　設計者●株式会社日建設計

●社会医療法人財団新和会 八千代病院新館ー愛知県
　  発注者●社会医療法人財団新和会
　  設計者●アーキ・ゾーン建築都市研究所

●社会医療法人白光会 白石病院ー鹿児島県
　  発注者●社会医療法人白光会
　  設計者●株式会社東条設計

●サービス付高齢者向け住宅「御宿ぶどうや」ー福島県　福祉施設
　  発注者●株式会社こころの駅
　  設計者●株式会社熊谷組東北一級建築士事務所

●「ふれんどビル」高齢者複合施設Ⅲー北海道　福祉施設
　  発注者●社会福祉法人ふれんど
　  設計者●株式会社シグマ小暮建築設計事務所

●福岡県済生会大牟田ライフケア院ー福岡県　福祉施設
　  発注者●社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会
　  設計者●株式会社梓設計

●塩別つるつる温泉ー北海道　温浴施設・公共

　  発注者●野村興産株式会社
　  設計者●株式会社柴滝建築設計事務所

●ららぽーと和泉ー大阪府　商業施設
　  発注者●三井不動産株式会社　設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●ホームズ川越的場店 島忠HOME’S研修センターー埼玉県　商業施設
　  発注者●株式会社島忠
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●コピオ相模原インター店ー神奈川県　商業施設
　  発注者●株式会社スーパーアルプス
　  設計者●株式会社坂川建築設計事務所

●株式会社イースタン中大塩工場・新銅めっき棟ー長野県　生産施設
　  発注者●株式会社イースタン
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●株式会社ミツカンフレシア美濃加茂工場（チルド工場）ー岐阜県　生産施設
　  株式会社Mizkan Sanmi美濃加茂工場（ドライ工場）ー岐阜県　生産施設
　　発注者●株式会社中埜酢店
　  設計者●株式会社安井建築設計事務所

写真はチルド工場。 

災害時でも医療拠点として機能するよう、基礎免震工法を採用。

既存のオフィスビルの用途を変更し、新たな３０３床の病院へ全面改装。 写真はホームズ川越的場店。

尼崎病院と塚口病院を再編統合した７３０床の大病院で、我が国を代表する高度急性期・高度専門医療を担う“マグネットホスピタル”です。
＊マグネットホスピタルとは、患者・医師・看護師を磁石のように引きつけて放さない、魅力ある病院のことです。

横３００m、縦１００m、地上5階建て、２００以上の店舗が入る巨大ショッピングモール。



交通ネットワークをつくる「建設サービス業」 熊谷組の技術は、人と場所を結んで移動時間を短縮するだけでなく、経済や文化の交流を促進し、地域の発展を支えています。

●北陸新幹線糸魚川駅ー新潟県　　発注者●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計者●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

２０１５年3月、北陸新幹線の長野～金沢間が開業。熊谷組は、２２８kmの区間のうち２３kmを施工し、新潟県の糸魚川駅の駅舎、トンネルや高架など
数多くの建設物を担当。

地上8階建て・延床面積約8万4千㎡の巨大物流倉庫

西日本地区において最大級で初めてのマルチテナント倉庫

●平和島物流センター東京都
　  発注者●株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ
　　　　　　京急開発株式会社　
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●SGリアルティ舞洲ー大阪府
　  発注者●SGリアルティ株式会社　
　  株式会社熊谷組関西一級建築士事務所

上：佐伯トンネル　下：蒲江トンネル南

●東九州道（佐伯～蒲江）蒲江トンネル南・
　佐伯トンネル新設工事ー大分県
　  発注者●国土交通省九州地方整備局

●丹波綾部道路瑞穂IC函渠他工事ー京都府
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

●圏央道成田成井地区改良その2工事ー千葉県
　  発注者●国土交通省関東地方整備局

●中日本航空株式会社 広島新格納庫ー広島県
　  発注者●中日本航空株式会社　
　  設計者●株式会社中四国一級建築士事務所

5つの連結路と付帯道路が立体的に交差し、複雑な形状の構造物を、
高い技術力を駆使して施工。

圏央道の神崎ICから大栄JCTの区間のうち、約2kmの切土区間の
造成工事。県道・市道が交差する2箇所に大型のボックスカルバート
を施工。

ヘリコプターの格納庫と事務所となる施設を建設。

●北海道新幹線耐震補強建有工区ー北海道
　  発注者●北海道旅客鉄道株式会社

●北海道新幹線、福田消雪基地造成他ー青森県
　  発注者●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

●仙台市高速鉄道東西線（仮称） 六丁の目駅建築工事ー宮城県
　  発注者●仙台市
　  設計者●株式会社MADO建築綜合設計

●道路改築工事（北薩トンネル出水工区）ー鹿児島県
　  発注者●鹿児島県

青函トンネルから木古内町（きこないちょう）までの在来線使用区間
のうち、6ヶ所、のべ８００ｍの高架橋の耐震補強を施工。

高架線路上に降った雪を処理する水槽3基と送水・散水管、進入路等
を築造。



交通ネットワークをつくる「建設サービス業」 熊谷組の技術は、人と場所を結んで移動時間を短縮するだけでなく、経済や文化の交流を促進し、地域の発展を支えています。

●北陸新幹線糸魚川駅ー新潟県　　発注者●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設計者●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

２０１５年3月、北陸新幹線の長野～金沢間が開業。熊谷組は、２２８kmの区間のうち２３kmを施工し、新潟県の糸魚川駅の駅舎、トンネルや高架など
数多くの建設物を担当。

地上8階建て・延床面積約8万4千㎡の巨大物流倉庫

西日本地区において最大級で初めてのマルチテナント倉庫

●平和島物流センター東京都
　  発注者●株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ
　　　　　　京急開発株式会社　
　  設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●SGリアルティ舞洲ー大阪府
　  発注者●SGリアルティ株式会社　
　  株式会社熊谷組関西一級建築士事務所

上：佐伯トンネル　下：蒲江トンネル南

●東九州道（佐伯～蒲江）蒲江トンネル南・
　佐伯トンネル新設工事ー大分県
　  発注者●国土交通省九州地方整備局

●丹波綾部道路瑞穂IC函渠他工事ー京都府
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

●圏央道成田成井地区改良その2工事ー千葉県
　  発注者●国土交通省関東地方整備局

●中日本航空株式会社 広島新格納庫ー広島県
　  発注者●中日本航空株式会社　
　  設計者●株式会社中四国一級建築士事務所

5つの連結路と付帯道路が立体的に交差し、複雑な形状の構造物を、
高い技術力を駆使して施工。

圏央道の神崎ICから大栄JCTの区間のうち、約2kmの切土区間の
造成工事。県道・市道が交差する2箇所に大型のボックスカルバート
を施工。

ヘリコプターの格納庫と事務所となる施設を建設。

●北海道新幹線耐震補強建有工区ー北海道
　  発注者●北海道旅客鉄道株式会社

●北海道新幹線、福田消雪基地造成他ー青森県
　  発注者●独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

●仙台市高速鉄道東西線（仮称） 六丁の目駅建築工事ー宮城県
　  発注者●仙台市
　  設計者●株式会社MADO建築綜合設計

●道路改築工事（北薩トンネル出水工区）ー鹿児島県
　  発注者●鹿児島県

青函トンネルから木古内町（きこないちょう）までの在来線使用区間
のうち、6ヶ所、のべ８００ｍの高架橋の耐震補強を施工。

高架線路上に降った雪を処理する水槽3基と送水・散水管、進入路等
を築造。



「建設サービス業」を支える新たな技術の開発 熊谷組は、「建設サービス業」を支える
新たな技術の開発を積極的に進めています。

パーティクルボードと支持脚施工

安全・安心な街をつくる「建設サービス業」
東日本大震災で被害を受けた地域の復興事業をはじめ、
全国各地の災害対策事業など、建設事業を通して、
安全・安心な暮らしをご提供しています。

●国道45号 釜石山田道路ー岩手県
　  発注者●国土交通省東北地方整備局

国道45号のバイパスとして、交通渋滞の緩和と災害対策に効果を
発揮。

●山中2号線道路新設（トンネル）工事ー和歌山県
　  発注者●和歌山県太地町

地域住民の利便性向上、災害時の避難経路確保を目的として建設。

●津付ダム付替国道３９７号3号 
　子飼沢トンネル築造工事ー岩手県
　  発注者●岩手県

沿岸部と内陸部の往来をスムーズにするトンネルが、沿岸地域の復
興支援に貢献。

●鳴門総合運動公園 鳴撫養陸上競技場
　バックスタンド防災機能強化改修工事建築
　スタジアム屋根取付工事ー徳島県
　  発注者●徳島県　設計者●株式会社梓設計

スタンド上部に鉄骨造の立体トラスと幕屋根を設置し、防災拠点とし
ての機能を強化。

●赤松谷川１１号床固工工事ー長崎県
　  発注者●国土交通省九州地方整備局

ＧＮＳＳ（全地球航法衛星システム）と、ネットワーク技術などを駆
使した最新の無人化施工で、安全かつ高い精度で砂防施設を構築。

●広幹土セ京橋川橋梁
　単柱橋脚耐震補強B工事ー広島県
　  発注者●西日本旅客鉄道株式会社

橋脚に「ＲＣ巻き立て工法」で施工し、耐震補強。

●一般国道１２２号トンネル
　天井版撤去工事その1ー栃木県
　  発注者●栃木県

換気システムを変更するため、自走式の鋼製プロテクターにより、
一般車両の安全な通行を確保しながら天井板を撤去。

●仙台市大和町市営住宅ー宮城県
　  発注者●株式会社清月記

　  設計者●株式会社構創企画ABE建築設計事務所

●平成２５年度福島第一原子力発電所復旧工事の
　うち1F構内排水路(C系)付替工事他1件ー福島県
　  発注者●東京電力株式会社

万が一タンクからの漏洩があった場合に、港湾外に直接排水されな
いようにするため排水路を港湾内に付け替える工事を実施。

震災被災者のための「復興公営住宅」を建設。

■指向性音カメラ　

中部電力株式会社・信州大学

山下恭弘名誉教授と共同で開

発した「音カメラ」をさらに発

展させました。これまで計測す

るのが難しかった音の反射が

多い場所でも、音の発生方向や

大きさをリアルタイムで表示で

きるため、橋梁などのインフラ

の劣化を診断するツールとし

て活躍が期待されています。

＊なお、本成果の一部は、国立研究開発法
人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）の委託業務「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロ
ジェクト」の結果得られたものです。

■マンションリノベーション
　技術データベース　技術提案　

リフォームやリニューアル、コンバー

ジョン等に必要な技術情報を網羅的

に統合。お客様の要望や相談に応じ

て迅速に最適なプランをご提案します。

■Me-A工法　安全性向上・コスト低減

熊谷組をはじめ9社が共同で開発した、

建物の安全性向上と施工時のコスト低

減を可能にする場所打ちコンクリート

杭工法です。杭の先端と中間部に太く

した「節」を設け、建物を支える力をよ

り強くすることができます。

■NSフロアーⅣ・NSフロアー石張り下地工法
　（集合住宅の床衝撃音低減技術）　性能拡充

「乾式二重床工法・NSフロアー」の性能をさらに拡充。支持脚の

仕様を工夫することにより、床仕上げ高を低くしても、従来の強度

と床衝撃音低減性能を保ち、天井高の低い集合住宅のリニューア

ルにも対応することが可能となりました。

実証実験状況

■ちゅらパイル工法　環境負荷低減・コスト低減・安全

南洋土建株式会社、テクノス株式会社との共同で開発した、油汚

染土壌を、安全・確実・低コスト・低環境負荷で浄化できる技術です。

■CAN制御車両の遠隔操作システム　防災・安全

株式会社IHI、IHI建機株式会社と共同開発し、長崎県・雲仙普賢岳

の無人化施工で実用化しました。遠隔操作のための改造をするこ

となく、建設機械に標準装備されているCANを使い、車両や操作

レバーの情報を無線LANで通信して操作することができます。

インフラ維持管理

掘り出したMe-A杭（節状の拡径部）

■エコマックス TypeP　性能拡充

株式会社ファテックとの共同開発で、

各種構造物に使用されている優れた可

塑性注入材「エコマックス」の混和剤

を粉末状にし、小規模な施工にも使用

できるようにしました。

材料吐出状況
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私達は「エコ・ファースト企業」として
環境大臣より認定されています。

（広報部）

人と地球の未来を考える 　熊谷組　

このパンフレットにはDVDがございます。必要なお客様は、担当者もしくは下記広報部までご連絡ください。
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