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千葉県市川市で進められている東京外かく環状道路を延伸する工事は、首都圏の交通渋滞の緩和が期待さ

れる一大プロジェクトです。ここでは、開削工法で国道直下に高速道路の大規模空間を施工しています。し

かも、現場は住宅や河川に挟まれた厳しい条件。進捗に応じて、作業ヤードや資材の搬入出経路を移動させ

ながら、工事を進めなければなりません。そのため、供用中の国道や市道を何度も整備し、切り回す必要が

ありました。この切り回し道路を担当したのが、道路工事のプロフェッショナル集団・熊谷組グループの「ガイ

アートT・K」です。ガイアートT・Kは、道路舗装や道路床版施工に関する多くの独自技術を持ち、業界をリー

ドする道路工事の専門会社です。熊谷組の技術力に加え、専門性・独自性の高い技術・ノウハウを持った様々

なグループ会社が互いに補完しあい、質の高いものづくりが実現しています。

＊ ガイアートT・Kは、平成２８年１０月1日から「株式会社ガイアート」に社名を変更致しました。

　熊谷組は平成２７年度を再建から

再生へと舵をきる、「再生元年」と

位置づけ、新たな中期経営計画を

発表しました。その中で、特に大き

な柱のひとつが、「グループ成長

戦略」です。

　１００年をこえる歴史のなかで培っ

てきた熊谷組の技術と経験、そし

てグループ各社の専門的なノウハ

ウを融合させ、グループ内での活

発な人材交流、情報共有によって

相乗効果を引き出し、グループ全

体の総合力を高めることが狙いです。

　創業から１２０周年が目前に迫っ

たいま、これからも熊谷組グルー

プは、技術力と人間力にさらに磨

きをかけ、お客様から必要とされ

る企業グループを目指して邁進し

て参ります。

 田尻地区函渠その５工事

●東京外かく環状道路延伸工事ー千葉県　発注者●国土交通省関東地方整備局

●軽井沢氷柱白糸イルミネーションー長野県

長野県の有料道路「白糸ハイランドウェイ」の運営・管理を行う「ガイアートＴ・Ｋ」は、地元・軽井沢の活性に

つなげようとイベントなどを開催し、地域貢献にも一役かっています。ガイアートT・K は、道路分野ではアジ

アで初めてアセットマネジメントシステムの国際規格「ISO５５００１」の認証を取得し、快適で安全な道路を

整備するためのノウハウを蓄積。

ここでは、新らたな技術を試す

＜試験フィールド＞としても、活

用されています。その成功モデ

ルの一つが、安全で、安心な縦溝

粗面型ハイブリッド舗装「フル・

ファンクション・ぺーブ」です。

「白糸ハイランドウェイ」の実績

を基に、「フル・ファンクション・

ぺーブ」の施工実績が、全国各地

に増えていきました。

特集● グループ成長戦略で、総合力を生かした新たな挑戦へ

 「再生元年」と位置づけ、

  グループ成長戦略を図り、

  グループ総合力の強化へ邁進

ケーアンドイー株式会社
田久保 学
大更新時代と言われるリニューア
ル市場において、熊谷組とグルー
プ各社は、より綿密な連携により総
合力を発揮しています。

平成２７年度を「再生元年」と位置づけ、新たなスタートを切った熊谷組。
テーマは、グループ全体の総合力を高める「グループ成長戦略」です。新たな出発を機に、
熊谷組はグループ各社と更なる連携を図り、グループの総合力で、より付加価値の高いものづくりに挑戦しています。

 客室全面リニューアル工事

●新宿ワシントンホテル本館ー東京都　
　  発注者●新宿サテライト株式会社　藤田観光株式会社　設計者●株式会社松田平田設計

１９８３年に熊谷組が技術の粋を集めて建設し、３０余年経過した昨年から客室の全面リニューアル

工事が進められています。工事を担当するのは、熊谷組と熊谷組グループで、建物と設備の

リニューアルとアフターケアの専門会社「ケーアンドイー」の共同企業体です。ホテルの営業

を継続しながら、4階から２４階までの客室フロア、地下の商業エリアを安全に、かつスピーディー

に施工する必要があります。こうした課題に、昼間に客室エリアを、夜間に商業エリアの作業を

行うことで工期の短縮を図りました。

●熊谷組と華熊営造の相互交流研修ー台湾

熊谷組グループが共に成長していくために、グループ会

社の枠を越えた人材の育成や技術の共有にも力をいれ

ています。台北市

のランドマーク

「TAIPEI １０１」を

はじめ、台湾で多

くの施工実績を誇

る現地法人「華熊

営造」。華熊営造

と熊谷組は、現場

研修や安全研修

を定期的に行い、

人と技術の交流を

深めています。

華熊営造股　有限公司
南港NY21作業所 
所長  柴田明生
熊谷組で開発している鉄骨
建方工法「ACEUP（エース
アップ）」をいち早く台湾で採
用し、高い評価を頂きました。

新宿サテライト株式会社
管理部本部長  榎本俊夫氏
営業しながら工事を進行させると
いう制約の中でも、細かな気配りが
なされていて大変満足しています。

外環田尻作業所
作業所長（熊谷組） 町田憲泰

今回道路工事をやっていただいているのですが、ガイアートT・Kは、ツーと言えばカー
という動きの中で、非常に機動力がある仕事ができると、問題点を先読みでみて、先行
してだしてくれると、そういう意味で、隣接工区より早く舗装ができました。

株式会社ガイアートT・K
作業所長  堀田佳宏
一緒にやると、目的地が一緒なので、
ここでは「仲間」になっている感覚
でやらせてもらっています。

TAIPEI １０１

研修風景

3心円スチールセグメント

作業所長（熊谷組）
高林 邦夫
お互いの得意分野を活かしながら
チームを組んでいる、そういう気持
ちは他社のJVの時に比べて、結
束力が高いです。

●テクノスの独自技術の開発

東京スカイツリーの建設工事でも採用された鉄骨建方システム・ACEUP（エースアップ）やドイツのメーカーと共同

開発したクアトロカッターなど、独自技術を次々と展開するのは、エンジニアリングと環境技術に特化したグループ

会社「テクノス」です。前

身は、熊谷組の豊川工場。

７０年間にわたり、建設事

業に必要な技術やノウハ

ウを生み出し、質の高い

ものづくりで、社会に貢献

してきました。近年は、熊

谷組が施工した物件中心

に、トンネルや橋梁をはじ

めとした様々な土木構造

物のリニューアル工事を

行っています。

テクノス株式会社
常務取締役豊川工場長
田中 浩和
今まで熊谷組と一緒に培ってきた技術によ
って、特にリニューアルについても、熊谷組と
一緒になって、さらなる事業の拡大を進めて
いきたいと考えています。環境技術では、
熊谷組が進めている外環田尻作業所の掘
削土砂の土壌調査なども手がけています。
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社会基盤をつくる／安心・安全な街づくりを支える 熊谷組の総合力で、全国のさまざまなインフラ整備から、
地震や台風などによる被害に対する防災、復興工事まで、安心・安全な未来を築いています。

●徳山ダム水力発電所新設工事の内
　土木本工事第1工区工事ー岐阜県
　  発注者●中部電力株式会社

岐阜県・揖斐川（いびがわ）の最上流部で熊谷組が建設した「徳山ダム」の水力発電所。
地下７０ｍに、発電機や水車を設置するための巨大な地下空間を築造。

大阪府箕面市で、河川付替えのために、「北山川トンネル」を築造。

富山県高岡市・砺波市における農業用排水路改修工事。京都府山科駅周辺で、雨水を河川へと放流する下水道管渠を付設。●仙台第１地方合同庁舎ー宮城県
　  発注者●国土交通省東北地方整備局

  　設計者●株式会社ＮＴＴファシリティーズ

●北山川トンネルー大阪府
　  発注者●大阪府

●山科三条雨水幹線（その１）公共下水道ー京都府
　  発注者●京都市

●庄川左岸農地防災事業 
　 庄川放水路(舟戸口工区）その1・2工事ー富山県
　  発注者●農林水産省北陸農政局 

●北股地区上流堰堤本体他工事ー奈良県
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

●外部電源信頼性確保に係る新規共同溝工事
　及び関連除却工事ー青森県
　  発注者●日本原燃株式会社

●原発委第4号 
　桑折地区住宅除染業務委託ー福島県
　  発注者●桑折町

●土浦市新庁舎ー茨城県
　  発注者●土浦市

  　設計者●株式会社久米設計

●下松市新消防庁舎ー山口県
　  発注者●下松市

  　設計者●株式会社佐藤総合計画

●北上川下流長面河口地区築堤工事ー宮城県
　  発注者●国土交通省東北地方整備局

宮城県石巻市で、東日本大震災により被災した北上川河口の堤防を復旧。

大雨による大規模災害を受けた奈良県野迫川村の北股地区で、地域住
民に安全・安心な暮らしを取り戻してもらうため、新たに砂防堰堤を施工。

福島第一原子力発電所事故にともなう除染業務。

●岩沼東部環境センター「ぽぽか」ー宮城県
　  発注者●亘理名取共立衛生処理組合

  　設計者●川崎重工業株式会社

青森県六ケ所村の「日本原燃株式会社・再処理事業所」の構内に、
新たな共同溝を構築。



社会基盤をつくる／安心・安全な街づくりを支える 熊谷組の総合力で、全国のさまざまなインフラ整備から、
地震や台風などによる被害に対する防災、復興工事まで、安心・安全な未来を築いています。

●徳山ダム水力発電所新設工事の内
　土木本工事第1工区工事ー岐阜県
　  発注者●中部電力株式会社

岐阜県・揖斐川（いびがわ）の最上流部で熊谷組が建設した「徳山ダム」の水力発電所。
地下７０ｍに、発電機や水車を設置するための巨大な地下空間を築造。

大阪府箕面市で、河川付替えのために、「北山川トンネル」を築造。

富山県高岡市・砺波市における農業用排水路改修工事。京都府山科駅周辺で、雨水を河川へと放流する下水道管渠を付設。●仙台第１地方合同庁舎ー宮城県
　  発注者●国土交通省東北地方整備局

  　設計者●株式会社ＮＴＴファシリティーズ

●北山川トンネルー大阪府
　  発注者●大阪府

●山科三条雨水幹線（その１）公共下水道ー京都府
　  発注者●京都市

●庄川左岸農地防災事業 
　 庄川放水路(舟戸口工区）その1・2工事ー富山県
　  発注者●農林水産省北陸農政局 

●北股地区上流堰堤本体他工事ー奈良県
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

●外部電源信頼性確保に係る新規共同溝工事
　及び関連除却工事ー青森県
　  発注者●日本原燃株式会社

●原発委第4号 
　桑折地区住宅除染業務委託ー福島県
　  発注者●桑折町

●土浦市新庁舎ー茨城県
　  発注者●土浦市

  　設計者●株式会社久米設計

●下松市新消防庁舎ー山口県
　  発注者●下松市

  　設計者●株式会社佐藤総合計画

●北上川下流長面河口地区築堤工事ー宮城県
　  発注者●国土交通省東北地方整備局

宮城県石巻市で、東日本大震災により被災した北上川河口の堤防を復旧。

大雨による大規模災害を受けた奈良県野迫川村の北股地区で、地域住
民に安全・安心な暮らしを取り戻してもらうため、新たに砂防堰堤を施工。

福島第一原子力発電所事故にともなう除染業務。

●岩沼東部環境センター「ぽぽか」ー宮城県
　  発注者●亘理名取共立衛生処理組合

  　設計者●川崎重工業株式会社

青森県六ケ所村の「日本原燃株式会社・再処理事業所」の構内に、
新たな共同溝を構築。



交通ネットワークをつくる／豊かな暮らしをつくる 熊谷組の総合力で、地域の活性化を担う新たなネットワークづくりに、
そして地域に密着した快適な暮しづくりに大きく貢献しています。

●ル・サンク中の橋タワーレジデンスー岩手県　集合住宅
　  発注者●株式会社ＮＩＰＰＯ
　  設計者●株式会社アサヒ建築設計事務所

●富山高架西BL新設他工事ー富山県
　  発注者●西日本旅客鉄道株式会社

富山駅構内に建設した旧JR北陸本線「あいの風（かぜ）富山鉄道線」の高架橋工事等。

●有楽町線小竹向原・千川間連絡線設置シールド
   トンネル工区土木工事ー東京都
　  発注者●東京地下鉄株式会社

東京メトロ有楽町線・小竹向原駅と千川駅間の地下に、新たな連絡線を建設。

茨城県境町の「圏央道」境古河インターチェンジと坂東インターチェンジの区間で、地盤改良・路体盛土
工事を実施。

●東北自動車道 岩舟工事ー栃木県
　  発注者●東日本高速道路株式会社

●田尻地区函渠その5工事ー千葉県
　  発注者●国土交通省関東地方整備局

千葉県市川市で施工した「東京外かく環状道路」の延伸工事。

東北自動車道・岩舟ジャンクションの北側５.４km区間に、渋滞緩和を目的に新たに一車線を追加する付加
車線工事を実施。　

●圏央道猿島地区改良その1工事ー茨城県
　  発注者●国土交通省関東地方整備局

●ザ・パークハウス横浜新子安ガーデンー神奈川県　集合住宅
　  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

●那智勝浦道路 市屋第二トンネルー和歌山県
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

和歌山県新宮市と那智勝浦町を結ぶ「那智勝浦道路」の新たなトンネル。

スズキ相良工場周辺の渋滞緩和対策として国道４７３号から県道・菊川榛原線を結ぶ新設道路２,３１８m、
幅員9ｍが整備計画され、そのうち県道・菊川榛原線からのおよそ７７３mを施工。

●都市計画道路安浦下浦線深礎擁壁新設工事ー神奈川県
　  発注者●横須賀市

神奈川県横須賀市の交通渋滞の解消を目的とした都市計画道路・安浦下浦線建設工事。

●市道壱丁田北線ー静岡県
　  発注者●牧之原市



交通ネットワークをつくる／豊かな暮らしをつくる 熊谷組の総合力で、地域の活性化を担う新たなネットワークづくりに、
そして地域に密着した快適な暮しづくりに大きく貢献しています。

●ル・サンク中の橋タワーレジデンスー岩手県　集合住宅
　  発注者●株式会社ＮＩＰＰＯ
　  設計者●株式会社アサヒ建築設計事務所

●富山高架西BL新設他工事ー富山県
　  発注者●西日本旅客鉄道株式会社

富山駅構内に建設した旧JR北陸本線「あいの風（かぜ）富山鉄道線」の高架橋工事等。

●有楽町線小竹向原・千川間連絡線設置シールド
   トンネル工区土木工事ー東京都
　  発注者●東京地下鉄株式会社

東京メトロ有楽町線・小竹向原駅と千川駅間の地下に、新たな連絡線を建設。

茨城県境町の「圏央道」境古河インターチェンジと坂東インターチェンジの区間で、地盤改良・路体盛土
工事を実施。

●東北自動車道 岩舟工事ー栃木県
　  発注者●東日本高速道路株式会社

●田尻地区函渠その5工事ー千葉県
　  発注者●国土交通省関東地方整備局

千葉県市川市で施工した「東京外かく環状道路」の延伸工事。

東北自動車道・岩舟ジャンクションの北側５.４km区間に、渋滞緩和を目的に新たに一車線を追加する付加
車線工事を実施。　

●圏央道猿島地区改良その1工事ー茨城県
　  発注者●国土交通省関東地方整備局

●ザ・パークハウス横浜新子安ガーデンー神奈川県　集合住宅
　  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

●那智勝浦道路 市屋第二トンネルー和歌山県
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

和歌山県新宮市と那智勝浦町を結ぶ「那智勝浦道路」の新たなトンネル。

スズキ相良工場周辺の渋滞緩和対策として国道４７３号から県道・菊川榛原線を結ぶ新設道路２,３１８m、
幅員9ｍが整備計画され、そのうち県道・菊川榛原線からのおよそ７７３mを施工。

●都市計画道路安浦下浦線深礎擁壁新設工事ー神奈川県
　  発注者●横須賀市

神奈川県横須賀市の交通渋滞の解消を目的とした都市計画道路・安浦下浦線建設工事。

●市道壱丁田北線ー静岡県
　  発注者●牧之原市



豊かな暮しををつくる 環境と利便性を重視し、充実した機能を装備した災害に強い集合住宅から、商業施設や教育施設、工場建設まで、
熊谷組の総合力が活かされています。

●ミッドマークス平和公園ー広島県　集合住宅
　  発注者●三菱地所レジデンス株式会社・株式会社大京
　  設計者●有限会社Ｊｉｂ建築設計工舎

●三井アウトレットパーク北陸小矢部ー富山県　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

●船場センタービル外壁改修工事ー大阪府　商業施設
　  発注者●船場センタービル区分所有者会
　  設計者●株式会社石本建築事務所　設計監修者●株式会社大建設計

●ラスパ白山ー石川県　商業施設
　  発注者●ユニー株式会社　設計者●株式会社熊谷組北陸一級建築士事務所

●名城大学天白キャンパス共通講義棟東ー愛知県　教育施設
　  発注者●学校法人名城大学　設計者●株式会社山下設計

●上里カンターレー埼玉県　商業施設
　  発注者●株式会社シェリエ
　  設計者●株式会社安井建築設計事務所

●日本電産テクノモータ株式会社 福井技術開発センター第Ⅱ期棟工事及びその他工事
　　ー福井県 　生産施設
　  発注者●日本電産テクノモータ株式会社　設計者●株式会社都市居住文化研究所

●ハートコート横浜ー神奈川県　複合施設
　  発注者●株式会社テイク・フォー
　  設計者●株式会社エドワード一級建築事務所

●株式会社タケショー本社工場ー新潟県　生産施設
　  発注者●株式会社タケショー
　  設計者●株式会社レーモンド設計事務所

●マキタ岡崎工場E棟ー愛知県　生産施設
　  発注者●株式会社マキタ
　  設計者●株式会社玉井設計

●京都橘大学「響友館」ー京都府　教育施設
　  発注者●学校法人京都橘学園
　  設計者●株式会社山下設計



豊かな暮しををつくる 環境と利便性を重視し、充実した機能を装備した災害に強い集合住宅から、商業施設や教育施設、工場建設まで、
熊谷組の総合力が活かされています。

●ミッドマークス平和公園ー広島県　集合住宅
　  発注者●三菱地所レジデンス株式会社・株式会社大京
　  設計者●有限会社Ｊｉｂ建築設計工舎

●三井アウトレットパーク北陸小矢部ー富山県　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

●船場センタービル外壁改修工事ー大阪府　商業施設
　  発注者●船場センタービル区分所有者会
　  設計者●株式会社石本建築事務所　設計監修者●株式会社大建設計

●ラスパ白山ー石川県　商業施設
　  発注者●ユニー株式会社　設計者●株式会社熊谷組北陸一級建築士事務所

●名城大学天白キャンパス共通講義棟東ー愛知県　教育施設
　  発注者●学校法人名城大学　設計者●株式会社山下設計

●上里カンターレー埼玉県　商業施設
　  発注者●株式会社シェリエ
　  設計者●株式会社安井建築設計事務所

●日本電産テクノモータ株式会社 福井技術開発センター第Ⅱ期棟工事及びその他工事
　　ー福井県 　生産施設
　  発注者●日本電産テクノモータ株式会社　設計者●株式会社都市居住文化研究所

●ハートコート横浜ー神奈川県　複合施設
　  発注者●株式会社テイク・フォー
　  設計者●株式会社エドワード一級建築事務所

●株式会社タケショー本社工場ー新潟県　生産施設
　  発注者●株式会社タケショー
　  設計者●株式会社レーモンド設計事務所

●マキタ岡崎工場E棟ー愛知県　生産施設
　  発注者●株式会社マキタ
　  設計者●株式会社玉井設計

●京都橘大学「響友館」ー京都府　教育施設
　  発注者●学校法人京都橘学園
　  設計者●株式会社山下設計



新たな技術開発に力を注ぐ「熊谷組の総合力」 熊谷組は、グループの総合力を活かし、
常に新たな技術の開発に挑戦しています。豊かな暮らしをつくる 熊谷組の総合力は、

全国の福祉・医療施設建設にも積極的に取り組んでいます。

■乾式浮床ベースケア　土足用 内装用

高さ制限のある地域にも対応が可能な高い床衝撃音遮断性能を

持ち、さらに転倒した際の衝撃力も小さい「乾式浮床（かんしきう

きゆか）ベースケア」を大建工業株式会社、野原産業株式会社と

共同開発しました。

■無人化施工における「高機能遠隔操作室」

無線LANによる建

設機械の遠隔操作

と移動式操作室を

組み合わせた「高

機能遠隔操作室」。

１０ｔトラックなどで災

害現場に運搬でき

る移動式の遠隔操

作室は、従来に比べ

短い準備日数で災

害復旧を始めること

を可能にしました。

■ポリマーセメントモルタル「リペアエース」

株式会社ファテック、RECOエンジニアリング株式会社と共同

で開発した「断面修復材ポリマーセメントモルタル・リペアエース」。

NEXCOが要求する性能や農林水産省の品質規格に適合、高速

道路や農業水利施設などに使用できるようになりました。

■熊谷式基礎梁貫通孔補強工法

鉄筋コンクリート造建築物において、基礎梁の人通孔周囲を補強

金物で補強する技術。基礎梁せいを低減し、躯体工事および土工

事のコストダウンが可能になります。

※梁せい：梁の上端から下端までの寸法のこと

●辰巳化学株式会社 松任第一工場Ｐ号棟・品質管理厚生棟
   ー石川県　生産施設
　  発注者●辰巳化学株式会社　設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●社会医療法人鹿児島愛心会大隅鹿屋病院ー鹿児島県
　  発注者●社会医療法人鹿児島愛心会
　  設計者●株式会社梓設計

●特別養護老人ホーム岩倉一期一会荘花むすび
　ー愛知県　福祉施設
　発注者●社会福祉法人一期一会福祉会　設計者●株式会社三橋設計名古屋事務所

●総合東京病院改築工事ー東京都
　  発注者●医療財団法人健貢会
　  設計者●株式会社伊藤喜三郎建築研究所

■「コッター床版工法」プレキャストＰＣ床版

オリエンタル白石株式会社、株式会社ガイアートＴ・Ｋ、ジオスター

株式会社と共同で開発。道路や橋梁などの路面に用いられるプレ

キャストＰＣ床版の接合部分にコッター式継手を使用することで、

設置時間をおよそ5割短縮することができます。



新たな技術開発に力を注ぐ「熊谷組の総合力」 熊谷組は、グループの総合力を活かし、
常に新たな技術の開発に挑戦しています。豊かな暮らしをつくる 熊谷組の総合力は、

全国の福祉・医療施設建設にも積極的に取り組んでいます。

■乾式浮床ベースケア　土足用 内装用

高さ制限のある地域にも対応が可能な高い床衝撃音遮断性能を

持ち、さらに転倒した際の衝撃力も小さい「乾式浮床（かんしきう

きゆか）ベースケア」を大建工業株式会社、野原産業株式会社と

共同開発しました。

■無人化施工における「高機能遠隔操作室」

無線LANによる建

設機械の遠隔操作

と移動式操作室を

組み合わせた「高

機能遠隔操作室」。

１０ｔトラックなどで災

害現場に運搬でき

る移動式の遠隔操

作室は、従来に比べ

短い準備日数で災

害復旧を始めること

を可能にしました。

■ポリマーセメントモルタル「リペアエース」

株式会社ファテック、RECOエンジニアリング株式会社と共同

で開発した「断面修復材ポリマーセメントモルタル・リペアエース」。

NEXCOが要求する性能や農林水産省の品質規格に適合、高速

道路や農業水利施設などに使用できるようになりました。

■熊谷式基礎梁貫通孔補強工法

鉄筋コンクリート造建築物において、基礎梁の人通孔周囲を補強

金物で補強する技術。基礎梁せいを低減し、躯体工事および土工

事のコストダウンが可能になります。

※梁せい：梁の上端から下端までの寸法のこと

●辰巳化学株式会社 松任第一工場Ｐ号棟・品質管理厚生棟
   ー石川県　生産施設
　  発注者●辰巳化学株式会社　設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

●社会医療法人鹿児島愛心会大隅鹿屋病院ー鹿児島県
　  発注者●社会医療法人鹿児島愛心会
　  設計者●株式会社梓設計

●特別養護老人ホーム岩倉一期一会荘花むすび
　ー愛知県　福祉施設
　発注者●社会福祉法人一期一会福祉会　設計者●株式会社三橋設計名古屋事務所

●総合東京病院改築工事ー東京都
　  発注者●医療財団法人健貢会
　  設計者●株式会社伊藤喜三郎建築研究所

■「コッター床版工法」プレキャストＰＣ床版

オリエンタル白石株式会社、株式会社ガイアートＴ・Ｋ、ジオスター

株式会社と共同で開発。道路や橋梁などの路面に用いられるプレ

キャストＰＣ床版の接合部分にコッター式継手を使用することで、

設置時間をおよそ5割短縮することができます。



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。

くまがいニュース


