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ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に
基づき、より多くの人へ適切に情報を伝

えられるよう配慮した見やすいユニバー
サルデザインフォントを採用しています。
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スエヒロ工 業の歩み（ 創 業 期）

1987

1991

1993

2006

■ 静岡県沼津市足高にアスファルト専門業社

■ 資本金 500 万円にて

■ 建設業登録

■ 株式会社スエヒロ工業に商号変更

「スエヒロ工業」を創業

有限会社スエヒロ工業設立

【静岡県知事：
（般）
第26112号】

■ 櫻井末宏が代表取締役に就任

2008
■ 協力会「櫻和会」発足

2009
■ 資本金 1,000 万円に増資

■ 創業社長 櫻井末宏の修行時代
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ビジョン

スエヒロ工 業の歩み（第二 創 業 期）

事業内容

2010

2019

2020

2021

■ 櫻井弘紀が代表取締役社長に就任

■ 東京支店を開設

■ 社章改訂

■ ダイバーシティ推進計画を発表

■ 建設業登録【静岡県知事：
（特）
第26112号】

■ 建設キャリアアップシステムを導入

企業データ

■ 札幌営業所を開設

■「えるぼし」認定（2 つ星）を取得

■ プレスリリース配信開始
■ ヘルスケア・ウェルネス事業開始
■ 社内報発行開始

最小サイズ
ヨコ 12.8 ミリまで

2013
■ 静岡県沼津市足高へ本社移転

2018
■ 資本金 2,000 万円に増資
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E SGを取り入れた経 営戦 略

ビジョン

トップメッセージ

当社では、ダイバーシティ経営をベースに、E（環境）
・S（社会）
・G（管理体制）を念頭に置いた事業活動を通じて、

人と人との絆を大切にし、

社会課題の解決に貢献し、持続的成長による企業価値向上を目指しています。多様な人材を活かし、従業員が能力を最

愛される会社を目指します。

プを重視し、連携の強化を図ってまいります。

代表取締役社長

当社は、1987 年に先代がアスファルト防水専門工

沿革
昭和 62年5月

防水工法と言えます。その後、塩化ビニル樹脂系シー

平成 3 年5月

平 成 5 年 1月

建設業登録
【静岡県知事：（般）第 26112 号】

平成18年11月

株式会社スエヒロ工業に商号変更

新築の商業施設・公共施設などのアスファルト防水 ･

平成 20 年1月

協力会【櫻和会】発足

平成 21年3月

資本金 1,000 万円に増資

工事を一式請負う会社にまで成長しました。最近では、

平成22年3月

櫻井弘紀が代表取締役社長に就任

建築工事や古いデザインから新しいデザインへリノベー

平成25年3月

静岡県沼津市足高へ本社移転

ションをする工事なども手掛けています。

平成30年9月

資本金 2,000 万円に増資

平成 31年2月

東京支店を開設

職人が技術を磨き、最大限発揮できるよう制度を整え、

平成 31年2月

札幌営業所を開設

建物を守る技術を次の世代に繋いでいくことも私たちの

平成 31年2月

建設業登録

価値を維持・向上させることが当社の役目です。また、

【静岡県知事：（特）第 26112 号】

役割だと考えます。建設業は時代と共に変化し続けま
す。その中で、『人が建物を創る』ことは変わりません。

令 和 元 年 7月

プレスリリース配信開始

令 和元 年 8月

ヘルスケア・ウェルネス事業開始

であり続けたいと思っています。何卒、ご指導、ご鞭撻

令 和元 年 8月

社内報発行開始

のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和2年2月

社章改訂

当社は、建物を創るプロとして、常にお客様のニーズに
応え、笑顔を提供し続けることで、選ばれ愛される会社

• 品質管理

• コーポレート・ガバナンス

• 環境に配慮した施工

• 安心・安全への取り組み

• リスクマネジメント

• グリーン調達の推進

• 顧客満足の追求

• コンプライアンス

• 協力会社との強固な連携

• ダイバーシティ

• 協力会社との強固な連携

• DX 化

• ワークライフバランス

• DX 化

• 地域社会貢献
• 広報活動
• 協力会社との強固な連携
• 技術の伝承

• TNC 工法やクローンタイルなど
施工効率が良く、かつ、高耐久
な施工方法を積極的に採用する
ことで、環境への負荷を軽減
• デジタルツールの導入により効
率的に図面・情報などを共有し、
紙資料を削減

主な取り組み

建物はお客様にとって大切な資産です。建物の資産

• 廃棄物削減と再利用促進

資 本 金 500 万 円 に て 有 限 会 社 ス エ ヒ ロ

20 種 類 以 上 の 工 法 を メ イ ン に 施 工 を 行 っ て い ま す。

工事・塗装工事に加え、ビル・マンションの大規模修繕

（G）

静岡県沼津市足高にアスファルト専門業社

櫻井末宏が代表取締役に就任

する新たな工法の習得と長年の技術継承により、現在、

シート防水 ･ 塗膜防水・シーリングといった総合防水

（S）

との関連
SDGs

途によって誕生しています。 当社は、時代と共に進化

（E）

• 安全衛生管理

工業設立

トが旧国鉄の車両屋根に初めて採用され、ゴムシート防
水、ウレタン塗膜防水など、様々な防水工法が建物の用

管理体制

「スエヒロ工業」を創業

事会社として創業しました。アスファルト防水は、日本
で 100 年以上の歴史があり、最も実績と信頼性が高い

重点課題

ごあいさつ

社会

企業データ

株式会社スエヒロ工業

環境

事業内容

大限発揮できるよう努めています。全ての活動において、ステークホルダーや協力会社、自治体などとのパートナーシッ

• 地元スポーツチームとのスポン
サー契約（を締結）
• 外国人受け入れ促進に向け、東
京都～に登録申請済み
• ヘルスケア～健康増進の機会を
提供
• 従業員～資格取得の支援を行い、
技術力～学習機会の提供を行う

• 従業員・協力会社に向けて社内
報の発行、定期的な勉強会やイ
ベントを開催することで、理念
や労働安全衛生、人材育成、最
新情報の共有に寄与
• ウェブサイト、プレスリリース
等を通じて積極的な情報開示を
行う

• 建設キャリアアップシステムの

• クラウドサービスの導入をきっ

導入（協力会社の導入サポート

かけに、情報の共有、連絡系統

も積極的に行う）

を見直し、業務効率化を図る

• 未経験者を積極的に採用し、担
い手不足を解消すると共に、有
能な職人のキャリアを継続させ、
技術を次の世代へ引継ぐ
• ライフステージの変化に合わせ
たキャリアプランを構築しやす
くし、女性が働きやすい環境を
作る

8

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド

9

プレスリリースの配信や社内報の発行によって、積極的な情報発信を行っています。従業員はもちろんのこと、ステー
ご覧いただくことができます。

受講料の全額支給。資格取得を全力サポート
事業内容

クホルダーや協力会社とのコミュニケーションを重視し、連携を強化。プレスリリース・社内報は当社ウェブサイトで

資 格取 得支 援

ビジョン

プレスリリース・社内 報

当社の現場作業のほとんどを担っているのは、協力会社の職人たちです。50 社ほどの協力会社が加盟しているのが
協力会「櫻和会」（おうわかい）です。（参照：P.23）
櫻和会では業務に必要な資格取得を奨励しており、その際に必要な受講料は櫻和会が全額負担しています。資格の取

企業データ

得によってスキルアップにつながり、業務の幅がさらに広がっています。
取得必須資格として、「足場組立作業主任者」「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」「特定化学物質及び四アル
キル鉛等作業主任者」「有機溶剤作業主任者」「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」があります。また、「職長・安全衛
生責任者」「玉掛け技能講習」を取得推奨資格としています。
こうした有資格者が多く所属しているため、機動力があり、急なご依頼にも対応できるのが当社の強みです。

資格取得者インタビュー （社内報より）
平田有一さん（櫻和会会員）

中村聖さん（櫻和会会員）

一級防水施工技能士

５つ一級技能士の資格を取得

資格取得を志したきっかけ
１級を取ると仕事の幅が広がります。２級は 20

資格に合格するために取り組んだこと
学科は、過去問をインターネットから引っ張ってきて、

年前に取得しました。１級では求められる技術の難

問題の傾向や自分の苦手な部分を洗い出し、本番に向けて

易度がぐんと上がります。例えばガラスのシーリン

対策を考えました。実技試験は、仕事の作業内容と被って

グ作業の実技では、２級はガラスが設置されている

いたので、通常の業務も試験本番を意識しながら行ってい

のに対して、１級はガラスの設置からしなければい

ました。普段、見落としがちな部分を業務中に改めて発見

けません。パッキンの幅も自分で設定しなければな

することで、試験でもミスを防ぎます。さらに、最初の資

らないので難易度が高いです。

格取得の際には、練習台を作って夜遅くまで自主練習をし
たこともありました。自ら模擬試験のように練習を重ね、

勉強した期間・時間
実は勉強を全くしていません ( 笑 ) 普段の業務を
しっかりとこなしていれば分かる内容です。これか
ら受ける皆さんは十分に経験を積むことが大事だと
思います。

資格取得を行った感想・今後の抱負
資格を取得できたときはやはり嬉しかったです。

10

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド

実技試験に慣れ、合格できたのだと思います。

資格を取ったことで得したこと
資格をもっていると、仕事の幅が広がるのはもちろんで
すが、自分の気持ちにも変化があります。資格をもってい
るときと持っていないときでは、仕事に対する自信や責任
感が全く違います。資格をもっているからこそ失敗できな
い、より丁寧にやろう、という意識を持つようになりまし

この１級を取得することによって、新しい仕事を依

た。また、他の人が資格の話をしていると、私ももっと資

頼されるようになると期待しています。将来的には

格を取りたいという向上心が芽生え、資格を取得すればす

施工管理士の資格を取得して、さらに幅広く仕事を

るほど貪欲になっていくような気がします。色々な意味で

こなしていきたいと考えています。

自分の可能性を広げてくれるのが資格です。

※社内報 Vol.7（2020.2.3 発行）

※社内報 Vol.22（2021.5.3 発行）
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ビジョン

工事内容 一覧
アスファルト防水専門工事会社として創業し、幅広い防水工法に対応してまいりました。構面防水工事、建築総合塗
装工事、注入止水工事も、30 年以上の実績があり、静岡県のみならず、神奈川、東京の現場も多く、受注物件は年間

事業内容

600 件を超えています。2009 年以降は、耐震補強工事、大規模修繕工事も一式で請負っています。
（参照：施工実績 P.19・施工経歴 P.24 ～）

総 合防水工事

• 防水工事

• アスファルト防水
• 改質アスファルト防水

改質アスファルト防水

アスファルトシングル防水

ウレタン塗膜防水

平場砂付きアスファルトルーフィング貼り

外壁ひび割れ補修 (TNC 工法 )

外壁欠損補修

モルタル浮き部注入工事 ( エポキシ樹脂注入 )

外壁タイル剥落防止工法

足場組立

足場組立状況

企業データ

• 合成高分子系シート防水
• 塗膜防水
• 浸透性塗布防水
• FRP 防水
• 超速硬化ウレタン吹付防水
• 屋根シングル吹き
• シーリング工事

橋 面防水工事

• 防水工事

• シート系
• 塗膜系

建 築総合塗装工事

• 吹付工事
• 塗装工事
• 塗り床工事

注 入止水工事

• 注入止水工事
• グラウト注入止水工事
• 躯体補修工事

耐 震補強工事

• 断面修復工事
• 橋面剥落防止工事

大 規模修繕工事

• 足場組立一式工事
• 外壁修繕工事
• 防水修繕工事
• 左官工事
• シーリング修繕工事
• 吹付修繕工事
• 塗装修繕工事
• タイル剥落防止工事
• タイル貼替工事
• 内装修繕工事
• クリーニング一式工事
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防水解説
建物を水の侵入から守る防水層は、常に太陽の紫外線・風・雨など、過酷な環境にさらされています。そのため定期

当社の大規模修繕工事の特徴

事業内容

的なサイクルでの改修工事が必要です。万が一、適切なタイミングでの点検・改修工事が施されなかった場合、室内や

ビジョン

大 規 模修 繕工事

ベランダ・廊下の天井に漏水を引き起こす可能性があります。特に屋上については普段から劣化状況を目にする機会が
少ないため、定期的なサイクルでの点検は欠かせません。手遅れになってからの工事は規模も大きくなるため、結果的

当社は、新築の商業施設・公共施設などのアスファルト防水 ･ シート防水 ･ 塗膜防水・シーリングといった総合防水

に工事にかかる費用も高くなります。適切な工事は建物の寿命を長くするだけでなく、建物の維持コストを抑える効果

工事・塗装工事やビル・マンションの大規模修繕工事を一式で請負っています。最近では、建築工事や古いデザインか

も期待できます。

ら新しいデザインへリノベーションをする工事なども手掛けています。現在、当社の協力会社は約 50 社で、ほとんど
結束力も強化することで、現場の仕事をスムーズに連携する事ができます。

屋上防水の劣化事例
普段目にすることのない屋上。気

部位

工事目安

鉄部塗装

約 2~3 年（アルミ製は 20 年位で取替）

自転車置場・鉄部塗装

約 2~3 年

バルコニー床防水

約 5~7 年

シーリング

約 5~7 年

きます。大切な建物の寿命を守るために、適切な時期に

外壁塗装

約 8~12 年

適切な対処を行うことが大切です。

共用廊下床防水

約 8~12 年

屋上防水

約 8~15 年

タイル改修

約 10~12 年

屋根改修

約 10~15 年

建物の部位ごとの工事目安

がつくと劣化が進んでいたという
ケースがあります。大切な建物を
守る屋上は、どのような状態になっ
ているのでしょうか。

企業データ

が当社専属のため、急なご依頼にも対応できる機動力が最大の強みです。定期的な講習により、安全・品質を均一化し、

水たまりは防水層劣化の第一歩

内部の鉄部の錆びが出ています

ドレン廻りのゴミは雨漏りの原因にも

防水工事の種類

建物も年を取っていきます。新しく美しかった建物
も残念ながら時間の経過と共に少しずつ劣化が進んでい

「防水工事」の種類は様々です。工事を行う場所や環境、劣化の状況に応じて 最適な防水工事を提案致します。ここ
では、当社が得意とする三つの方法をご紹介します。

ご検討開始から施工、アフターメンテナンスまでの流れ
① お問い合わせ・ご相談
現地調査、お見積り、説明会開催まで一切費用はかかりません。大規模マンション・ビルから、小規模なアパートまで幅広い
建物の修繕工事に対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

名称

ウレタン防水

改質アスファルト防水

シート防水

• 防水層が軽量であり建築物に負担

• 防水耐用年数が長く安定性があり

• 品質保証チェックを受けたシートを

がかかりません。
• ウレタン塗膜が複雑な収まりにも
長所

容易に対応できるため、防水面に
継ぎ目のないシームレスな防水層
を形成できます。

ます。
• 大量生産されているため、比較的
安価です。
• 従来問題とされていた施工時の煙

使うため、品質には安定感があり
ます。
• 強度・伸びがため、施工時の信頼
性が高いです。

や臭気が抑えられ、住宅地でも施

プコートの塗り替えが必要です。
短所

• 他工法に比べてコストが少し高く
なります。

• 防水の信頼性が施工業者の技能に
依存する場合があります。
• 他工法に比べ、膨れが発生しやす
い傾向があります。

1 次診断から 3 次診断までの 3 度に渡り、丁寧に診断を致します。マンションやビルの修繕に取り掛かる前には、詳細の診断が必
要です。報告書を作成し、見積りをお出し致します。診断に基づいた見積りですので、推定金額での工事ではありません。必要な
修繕方法をご説明し、皆様に納得いただける工事を致します。
１次診断

事前調査
2 次診断

工が可能に。

• 防水層維持のため、定期的なトッ

② 建物調査診断・お見積り（無料）

アンケート調査
• シートの厚さによって耐久 度が 変
わってきます。
• 複雑な形状だと施工がしにくいた
め、結果として防水の信頼性が劣
る場合があります。

3 次診断

現地調査

保管図面・保管書類の確認 ( 官庁関係・メンテナンス関係 )、これまでの補修履歴の確認 ( 過去に実施さ
れた工事を確認。修繕工事との重複をチェック）。管理員様・担当者様に事前ヒアリング ( 共用部に対して
住民からあがった要望を確認 )。以上を踏まえて、2 次診断の資料を用意。
全戸を対象にアンケート調査・アンケートを回収し、分析と集計を実施 ( アンケート内容からマンションの
特徴や個性を把握 )。ベランダ調査対象住戸の選出 ( ベランダ共有部調査を行う住戸の決定及び調査ス
ケジュールの調整 )。これらの確認事項から、3 次診断の資料を作成。

事前に行ってきたヒアリング、事前調査を踏まえて、建物本体への本格的な調査を実施。

③ 説明会開催（無料）
管理組合様、居住者様、区分所有者様などの関係者の皆様に説明会を開催させていただきます。

④ 施工
⑤ アフターメンテナンス
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ビジョン

大 規 模修 繕工事
外壁タイル補修工事

危険なサインを見逃さずに！

外壁タイルのひび割れ補修

事業内容

外壁改修工事

既存の壁と違和感なくタイルのひび割れを補修することができます。ひび割れや欠損しているタイルは、修復もしく

つくと美しかった外壁にひび割れなどの劣化の症状が…。この危険サインを放っておくといつのまにか建物の躯体へと

は貼り替える必要があります。予備タイルがない場合、通常は類似のタイルまたは特注焼きを使用しますが、色調や風

劣化がじわじわと広がっていきます。サインは見逃さずに適切に対処が必要です。気になることがありましたらお気軽

合いに違和感が出るのは避けられません。特殊アートによる復元工法をはじめとして、違和感のないタイル修復に取り

にご相談ください。

組んでいます。 ひび割れや欠損で使えないタイルを様々な技法で復元します。

こんな症状が出ていたら要注意

クローンタイル D（弾性樹脂タイル）

外壁のひびは建物の躯体内部へ水が入り込む原因となり、
躯体の強度劣化や爆裂などの現象の原因にもなります。
爆裂は内部の鉄筋が錆びて膨張し外部まで鉄筋が露出する
現象で、コンクリートが落下する危険もあります。
タイルの落下・浮き

定期的な外壁調査が必要に

外壁のヒビ

爆裂

特殊建造物定期調査制度
建築基準法の規定で、多数の人が利用する建築物を特殊

ビル・マンションの外壁、特にタイル壁の落下は駐

建築物と言います。それらの事故や災害を防止するため、建

車場にある自動車等を傷つけたり、通行人や居住者にけ

築物の管理者は、外壁等の状態を特殊建築物調査資格者等

がを負わせるなど大事を招く危険が潜んでいます。この
ような事故が発生してしまった場合、その責任は誰が取
るのでしょうか。もちろん建物オーナー、管理者、マン
ション等管理組合の責任となります。点検の義務を怠り
危険な状態にある外壁を放置し補修しなかったとして賠
償責任を問われることになるのです。

に定期的に調査をさせ、指定機関に報告する制度です。5 階
建て以上のマンションは特殊建築物に指定されています。当
社では、有資格者が特殊建造物定期調査制度に基づく調査
診断を行っています。建物の具合によっては、緊急補修も承
ります。建物の外壁がタイル、石貼り、モルタル仕上げの場

がそんな固定概念はありませんか？
しかし、U カットシールは、手間がかかる、騒音・

クローンタイル J（復元磁器タイル）

「新しいタイルに貼り替えても、また割れ

貼り替え磁器

る」の常識を覆す特殊技術で仕上げる

タイルの色が

究極の復元弾性タイルです。耐震スリッ

合わなかった

ト部や ALC ジョイント部などに発生した

経験はありま

クラックは、下地の動きが大きいために、

せんか？これ

タイルを貼り替えてもクラックが再発生

まで焼き物だ

する場合が多くあります。このクローン

から仕方ない

タイル D（YT 工法）は、タイル・目地・

とあきらめて

接着剤のいずれもが弾性をもつクラック

いた焼成タイ

再発防止工法です。タイル貼り替え後、

ルの常識覆す

長期にわたり美観を保てます。復元力に

特殊技術で

優れ安全性も高いことから、官公庁の建

仕上げる究極の復元磁器タイル、それがク

物や文化財指定の建築物、大手ハウス

ローンタイル J です。現物タイルに合わせ職

メーカーの貼り替えに数多く採用されて

人が特殊技術で仕上げるこのタイルは、色、

います。高い技術力が問われる物件にも

柄、艶を忠実に再現。貼り替えた場所が分

実績のある信頼性の高い工法です。

からないほどの仕上げを可能にします。

合、① 3 年毎の通常（手の届く範囲の打診）打診調査、②
10 年毎の全面打診調査（Ｈ 20 年 4 月改正）
、③調査結果表、
結果図、報告、写真のある調査報告書の作成が必要です。

ひび割れ補修の新工法「TNC 工法」
外壁のクラック補修は「U カット＋シーリング充填」

企業データ

既外壁は常に雨や風、紫外線だけでなく、排気ガスなどにさらされる厳しい環境の中で建物を守っています。気が

外壁タイルの浮き補修・剥落防止
外壁の剥落によって、万一、事故が起こった場合、ビルのオーナーやマンションの管理組合は被害者への賠償責任や
建物の管理責任などの重責を負わなければなりません。このような事故が発生する前に劣化調査を行い、外壁の劣化状
態を早期に確認することを強くお薦めします。外壁のタイルの浮きについての調査・診断には、テストハンマーを使用
した打音調査と、高性能赤外線カメラを使った温度差による調査を組み合わせ、1 枚単位でチェックします。建物の全
てのタイルにおいてこの調査を行いますので、浮きタイルを見逃すことはありません。

粉塵が出る・危険作業、後から仕上がりに影響が出るな
ど課題も多いものです。そこで、「貼る」クラック処理

プラチナコート UP（外壁タイル剥落防止工法）

を使ってみませんか？とても簡単・スピーディー、そし

現在では多種多様なタイル剥落防止工法がある中、当社が採用するプラチナコート UP（外壁

てもともとの仕上りの質感に馴染んで、非常に綺麗な外

タイル剥落防止工法）は、高塗膜耐久性を持った透明な特殊 1 成分形ウレタン樹脂をタイル

壁改修が可能です。又、抜群の防水機能を発揮します。
今までになかった、クラック補修の概念を変える新発想

面に塗り、塗膜乾燥後アンカーピンで固定し尚且つ再度上に塗り重ねて行く工法です。タイル
表面を特殊 1 成分形ウレタン樹脂（プラチナコート U）でコーティングしたタイルは、どの方
向に変形させても一体化しています。透明度の高さと塗膜強度の高さにも優れています。

です。
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施 工 実 績（一 部）

ビジョン

大 規 模修 繕工事
塗装工事

事業内容

塗装は建物の外観の美しさを保つためだけでなく、紫外線や雨風から建物を守る大切な役目があります。ただし、塗
装の効果は時間が経過するにつれて劣化が進み、建物を守る役目を果たせなくなってきます。塗装の劣化が進みすぎる
前の適正な時期に塗り替えを行うことで建物の寿命をより長く保つことができます。一般的に塗り替え時期の目安とし
います。この危険サインを見逃さずに対処を施すことが、建物の寿命を守ることにもつながります。

東京都中央区月島タワーマンション大規模修繕工事

東京都西東京市集合住宅大規模修繕工事

神奈川県伊勢原市集合住宅大規模修繕工事

愛知県岡崎市 R マンションタイル剥落防止工事

静岡県静岡市 G マンション大規模修繕工事

静岡県静岡市 S マンション大規模修繕工事

静岡県三島市 S マンション大規模修繕工事

多摩ニュータウン長峰杜の一番街集合住宅大規模修繕工事

神奈川県座間市 S マンション大規模修繕工事

静岡県静岡市 S マンション大規模修繕工事

静岡県沼津市 E マンション大規模修繕工事

多摩ニュータウン長峰杜の一番街集合住宅大規模修繕工事

千葉県市原市 総星会 五井クリニック大規模修繕工事

静岡県沼津市 K マンション大規模修繕工事

静岡県沼津市消防本部新築防水 ･ 塗装工事

企業データ

ては 5 年から 10 年と言われています。少しずつ劣化が進むにつれて、チョーキングやひび割れなどのサインを出して

おすすめ塗り替え時期
（5～10年）
新築時

ツヤがなくなる

色があせる

チョーキング

（触ると粉がつく）

ひび割れ

塗装はがれ

リフォーム工事
店舗・オフィスなどのリフォーム事業も行っています。設計デザインプランから作成し、古いデザインを新しいデザ
インへ。時代に合ったリノベーションを提供しています。

アースカフェ
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ビジョン

ヘルスケア・ウェルネス事 業
トレーニングジム運営 （エイトジム）

スポーツスポンサード事業

生施設でもあり、企業の採用力、定着率向上にもつながっています。充実の設備とラグジュアリーな環境で、ボディコ
ンテストに出場するプロトレーナーが初心者にもやさしくわかりやすくレクチャーします。24 時間 365 日、いつでも

8gym.jp

SS 伊豆
SS 伊豆は、伊豆半島のシンボルチーム誕生を目指し 2016 年に設立したサッカークラブチームです。スポーツ及び

企業データ

通える上に、月会費のみでボディコンテストで活躍する現役の男性、女性トレーナーによるサポートが受けられます。

事業内容

24 時間営業のトレーニングジム「eIGHT GYM（エイトジム）」を運営しています。当社従業員や近隣企業の福利厚

語学普及活動を軸とした地域活性化も行なっています。2020 年静岡県 2 部リーグ昇格後、2021 年に 1 部リーグに昇格。
今後、東海リーグ昇格、JFL 参入を目指しているチームを、当社はオフィシャルスポンサーとして協賛しています。
また、チームに所属する選手を当社従業員として雇用し、選手としての活動と当社での業務を両立できるよう職場環
境を整えるなど、多角的に SS 伊豆の活動を応援しています。

ssizu.com

MIRISE（ミライズ）
MIRISE（ミライズ）は、静岡県沼津・三島を中心として活動する中学生（U15）のバスケットボールクラブチームです。
当社はオフィシャルスポンサーとして、MIRISE（ミライズ）の活動を応援しています。

mirise-bbs.jimdofree.com

個室トレーニングルーム
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櫻 和 会のご 紹介

社名

株式会社スエヒロ工業

創業

昭和 62 年 5 月 1 日

櫻和会（おうわかい）は、2008 年に発足した当社の現場を支える職人たちが加盟する協力会です。現在は、50 社（約
100 名）ほどが加盟しています。
を大切にしてきました。協力会社のほとんどが専属で仕事をしているため、機動力があります。2008 年の発足以来、

〒 410-0001

静岡県沼津市足高 287-29

〒 107-0062

東京都港区南青山 2 丁目 22-2 石山ビル 2F

〒 064-0912

札幌市中央区南 12 条西 1 丁目 2-20-206

ヘルスケアウェルネス事業部

〒 411-0932

静岡県駿東郡長泉町南一色 8-1

代表者

代表取締役社長

従業員数

24 名（令和 4 年 3 月時点）

資本金

20,000,000 円

建設業許可

静岡県知事許可（特）第 26112 号

静岡銀行

三島信用金庫

静岡中央銀行

TEL：055-923-4721

東京支店

TEL：03-5843-1601

札幌営業所

TEL：055-943-9330

櫻井弘紀

う共通の目標に向け、全会員一丸となって高品質なサービスを提供しています。

加盟企業一覧 （順不同）

FAX：055-943-9350

i-LINX 株式会社

コロナ工業株式会社

沼津支店

株式会社雅
森工業

アライ工業

後藤シーリング

山貴建装

南駿農業協同組合

池田美装

佐野シーリング工業

山政工業

防水工事業

屋根工事業

石井工業

塩川塗装

株式会社よしの堂

左官工事業

板金工事業

伊藤塗装

健丸塗装

化研マテリアル株式会社

建築工事業

ES・FRONTIER

タムラ板金

株式会社 K.C アスカ

大工工事業

有限会社インターワールド

株式会社 TSC

茶谷産業株式会社

エクステリアサービス

戸塚防水

野口興産株式会社 静岡支店

エムテック

隼人工業

保土谷建材株式会社

株式会社旺金塗装

株式会社百年組

株式会社ダイフレックス

工藤塗工

平田シーリング

ACE

株式会社グラニット

藤木塗装

川上工業

株式会社光和仮設工業

星川左官

鈴木塗装組合同会社

株式会社光和テクノサービス

株式会社マイスター技研

コーキング石橋

松原工業

清水銀行

沼津信用金庫

タイル・レンガ・ブロック工事業

内装仕上工事業

解体工事業

石工事業

化研マテリアル（株）

茶谷産業（株）

（株）ダイフレックス

野口興産（株）

（株）ＫＣアスカ

コニシベステム工業会

メルトーチ工業会

全国イーテック防水工業会

機能性外壁工業会

ＹＴタイル認定施工店

全国ケミアスルーフ防水協同組合

日本セリノール防水事業協同組合

ピングラウト協議会

ミリオネート工業会

関東防水管理事業協同組合

ダイフレックス防水工事業協同組合
2 級建築士

2名

アスファルト防水

5名

シーリング防水

2 級施工管理技士

4名

アクリルゴム系塗膜防水

2名

合成ゴム系シート防水

1 級施工管理技士
所有資格

免許・資格の支援も充実させることで、水準の高い技術の提供とスムーズな連携により、お客様にご満足いただくとい

近藤シーリング

とび・土工工事業

加盟団体

信頼し思いやる姿勢を大切にし、会社・従業員・協力会社の職人が一つの大家族のように結束しているのが特徴です。

FAX：03-5843-1602

アイワ塗装

塗装工事業

主要仕入先

年に数回、勉強会や安全教育などの講習・交流イベントを開催し、緊密なコミュニケーションを図っています。互いを

TEL：011-311-4222

（エイトジム）

営業種目

FAX：055-923-4600

2名

1 級技能士

1名

FRP 防水

塩化ビニル系シート防水
タイル張り
とび

売上高推移

（千円）
1,200,000
730,720

825,627

4名
6名
3名
3名

976,581

企業データ

所在地

事業内容

建設業にとって、職人不足は非常に深刻な問題です。そんな中、当社は創業当初から『人』にこだわり、職人との絆

本社

主要取引銀行

ビジョン

会 社概 要

10 名

ウレタンゴム系塗膜防水

17 名
4名

建築塗装

3名

左官

改質アスファルトシートトーチ工法防水

4名
9名

イベント・行事

他多数

1,101,853
910,279

890,370

600,000

0
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株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド

平成 28 年

平成 29 年

平成 30 年

令和 1 年

令和 2 年

令和 3 年

令和 4 年

毎年恒例のバーベキュー大会

親睦旅行（台湾）

勉強会

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド
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受注先

物件名

受注先

JA 長野篠ノ井総合病院新築工事

戸田建設株式会社

H29 年度沼津工業高専技術専門学校改修工事

富士峰建設株式会社

スズキ浜松工場一期工事新築工事

戸田建設株式会社

富士カントリークラブ改修工事

岳南建設株式会社

協和発酵キリン富士工場改修工事

戸田建設株式会社

三井生命沼津第一営業部リニューアル工事

株式会社佐藤建設

渋谷東プロジェクト新築工事

鉄建建設株式会社

情報機構国立遺伝学研究所

株式会社佐藤建設

本郷町等交換プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

H28 年度先端農業推進拠点整備工事

株式会社加藤工務店

山下町プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

沼津信用金庫三島支店外壁改修工事

大藤建設株式会社

長者町プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

沼津市庁舎 4 階ベランダ他防水改修工事

沼津市

石和寮新築工事

大成ユーレック株式会社

藤枝駅前 8 街区再開発建設工事

戸田建設株式会社

港区南麻布 1 丁目計画新築工事

大成ユーレック株式会社

イオンモール浜松志都呂新築工事

戸田建設株式会社

清水看護専門学校講義棟外壁改修工事

有限会社中村技研

静岡赤十字病院新築工事

戸田建設株式会社

多摩 NT 長峰杜一番街 1~4 棟外壁改修工事

独立行政法人都市再生機構

ヤクルト富士裾野改造工事

戸田建設株式会社

H26 プロムナード東伏見 74･75 棟外壁改修工事

独立行政法人都市再生機構

IDC 大塚家具

戸田建設株式会社

沼津市立片浜中学校改修工事

沼津市

スズキ浜松二輪工場新築工事

戸田建設株式会社

沼津市立原小学校改修工事

沼津市

静岡空港旅客ターミナルビル増築工事

戸田建設株式会社

H15 沼津港展望水門施設ビュウオ改修工事

沼津市

日本銀行本店目黒分館改修工事

株式会社淺沼組

イオンモール甲府昭和 2 期活性化工事

清水建設株式会社

東洋大学川越キャンパス 2 号館外壁改修工事

株式会社淺沼組

ホテルジャストワン新築工事

前田建設工業株式会社

横浜国立大学 ( 常盤台 ) 生産工学科棟改修工事

株式会社淺沼組

旭化成ホームズ塗装改修工事

旭化成ホームズ株式会社

東村山本庁舎耐震補強等改修工事

株式会社淺沼組

中原下小田 4 丁目新築工事

大成ユーレック株式会社

御殿場ゴミ処理施設補修工事

飛島建設株式会社

東急ハーベスト

松浦建設株式会社

十間坂 NMPJ 新築工事

大和ハウス工業株式会社

国交省外原第二宿舎改修工事

大藤建設株式会社

神奈川県松見町 3 丁目プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

長岡北小学校屋内運動場耐震工事

山本建設株式会社

小川イソ様旭区今川町計画新築工事

大成ユーレック株式会社

木更津クリニック新築工事

株式会社ヤマダ

タマプラーザ駅前計画新築工事

大成ユーレック株式会社

南幸プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

伊豆高原ユウユウノ里大規模修繕工事

鈴与建設株式会社

調布プロジェクト新築工事

大成ユーレック株式会社

清水銀行新築工事

鈴与建設株式会社

静岡県自動車会議所沼津事務所

鈴与建設株式会社

ヴィラージュ八ヶ岳大規模修繕工事

株式会社早野組

藤和シティーコープ大規模修繕工事

日本ハウズイング株式会社

山梨医師会館建築工事

株式会社早野組

カルム仙石原大規模修繕工事

日本ハウズイング株式会社

ザ ･ パームショア熱海新築工事

株式会社加賀田組

エヌ ･ イーケムキャット沼津新築工事

日成建設株式会社

ライオンヒルズ希望ガ丘大規模修繕工事

株式会社藤井工業

双葉鉄道㈱増築工事

サンエス建設株式会社

ユリノキ台ハイライズ大規模修繕他 3 棟工事

株式会社藤井工業

大岡シティープラザ大規模修繕工事

日本ハウズイング株式会社

ヨコハマコスモワールド 改修工事

株式会社藤井工業

藤和シティーコープ大規模修繕工事

日本ハウズイング株式会社

平塚高村団地 1 団地外壁修繕ソノ他工事

独立行政法人都市再生機構

末長小体育館

株式会社神英興業

H29 大谷田団地 1 丁目 1 号棟他 3 棟修繕工事

独立行政法人都市再生機構

塚越中学校体育館屋根防水改修工事

株式会社神英興業

H29 王子神谷 1 号棟他 1 団地外壁修繕工事

独立行政法人都市再生機構

双葉鉄道㈱増築工事

サンエス建設株式会社

ラヴィドール杉並上井草大規模修繕工事

株式会社藤井工業

都営西台アパート (7 号棟 ) 外壁改修工事

株式会社藤井工業

大島団地 8.9.11~15 号棟屋上防水改修工事

横浜塗装工業株式会社

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド

企業データ

物件名

事業内容
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主要 物 件）

ビジョン

施 工 経 歴 （2015 年～ 2020 年度
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受注先

物件名

受注先

東中野島中学校校舎体育館改修ソノ他工事

株式会社神英興業

函南町立西小学校改修工事

山本建設株式会社

南部水再生センター基盤整備工事

株式会社静勝

函南中学校大規模改修工事

山本建設株式会社

H29 開成幼稚園大規模修繕工事

株式会社草建

神大寺 1 丁目プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

新東名高速道路駿河湾 SA 改装工事

株式会社佐藤建設

藤沢本町開発事業新築工事

大和ハウス工業株式会社

沼津西高等学校屋内運動場屋根工事

株式会社佐藤建設

宮前区土橋 2 丁目プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

鎌倉市材木座計画新築工事

大和ハウス工業株式会社

加藤様テナントビル新築工事

大和ハウス工業株式会社

最戸 1 丁目プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

セミナーハウスクロス ･ ウエーブ府中改修工事

オリックス・ファシリティーズ株式会社

御殿場市小山町広域行政組合ゴミ再資源化施設整備工事

株式会社林組

東宝駒込ビル防水修繕工事

オリックス・ファシリティーズ株式会社

横須賀米軍 (26) 汚水処理施設 (920) 整備工事

株式会社林組

代々木フォレストビル防水修繕工事

オリックス・ファシリティーズ株式会社

御殿場プレミアムアウトレット第 4 期工事

岳南建設株式会社

大樹生命静岡駅前ビル改修工事

オリックス・ファシリティーズ株式会社

センシブル淡島大規模修繕工事

株式会社加藤工務店

世田谷成城二丁目計画新築工事

村本建設株式会社

県営住宅原団地 O 棟全面的改善事業建築工事

株式会社加藤工務店

新川 2 丁目計画新築工事

村本建設株式会社

桐陽飛龍高等学校改修工事

大岡建設工業株式会社

中央区月島 2 丁目計画新築工事

村本建設株式会社

JA ナンスン長泉支店新築工事

大岡建設工業株式会社

栗原団地他 1 団地外壁修繕ソノ他工事

独立行政法人都市再生機構

清水中学校北校舎 4 階雨漏リ補修工事

山本建設株式会社

高根台団地 178 号棟他 34 棟外壁修繕ソノ他工事

独立行政法人都市再生機構

H29 長泉文化センター外壁及ビ屋根改修工事

株式会社稲村建設

沼津魚市場開発センター改修工事

株式会社佐藤建設

望星病院新築工事

株式会社ヤマダ

R1 年度北小林 2 号配水池耐震補強工事

日建建設株式会社

H29 沼津港展望水門施設ビュウオ改修工事

沼津市

都営豊玉北六丁目第二アパート

横浜塗装工業株式会社

三井ショッピングセンターララポート沼津新築工事

株式会社大林組

平成 31 年度中央区民会館整備工事

株式会社蒲谷工務店

H29 沼津市金岡中学校屋内運動場建築主体工事

大藤建設株式会社

R1 年度第 9 号生活基盤大山配水池新築工事

株式会社林組

沼津税務署本館改修工事

大藤建設株式会社

令和元年度小山球場改修工事

臼幸産業株式会社

ロイジェット磯子新築工事

大和ハウス工業株式会社

三島ミルックス機材センター改修工事

清水建設株式会社

神奈川区鶴屋町プロジェクト新築工事

大和ハウス工業株式会社

沼津市香陵公園周辺 PFI 事業

清水建設株式会社

静岡コドモ病院新築工事

須賀工業株式会社

平成 31 年度沼津法務総合庁舎新築工事

株式会社加藤工務店

競走馬理化学研究所屋上防水改修工事

株式会社藤井工業

令和 1 年度町営外原住宅 ( 東棟 ) 改修工事

大藤建設株式会社

丸子団地 N-2 屋根防水改修工事

合人エンジニアリング株式会社

沼津信用金庫本店屋上防水改修工事

大藤建設株式会社

永田小学校屋内運動場屋上防水改修工事

株式会社神英興業

東京都足立区扇 2 丁目介護施設新築工事

株式会社大成工務店

H29､ 30 年度防災コミュニュティセンター新築工事

株式会社蒲谷工務店

SOSILA 海老名新築工事

株式会社熊谷組

H30 年度教育センター新築工事

株式会社蒲谷工務店

夢ノ絆 ･ 川崎プロジェクト新築工事

株式会社熊谷組

平成 30 年度北郷小学校改修工事

臼幸産業株式会社

町立長泉小学校 ･ 北小学校大プール防水改修工事

長泉町

平成 31 年度北郷中学校改修工事

臼幸産業株式会社

沼津市営住宅原団地 D-14 棟屋上防水改修工事

沼津市

沼津警察署公舎外壁改修工事

株式会社佐藤建設

沼津駅南口第 1 自転車等駐車場内部塗装工事

沼津市

H30 沼津港湾維持工事

株式会社佐藤建設

韮崎東京エレクトロン新築工事

清水建設株式会社

創価学会文化山梨新築工事

清水建設株式会社

裾野市長泉町衛生施設組合新火施設新築工事

木内建設株式会社

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド

企業データ

物件名

事業内容
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主要 物 件）

ビジョン

施 工 経 歴 （2015 年～ 2020 年度

※ 2015 年～ 2020 年度における主要物件のみを掲載

株式会社スエヒロ工業 コーポレートガイド
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