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Philosophy

Message

HistoryHistoryPhilosophy

　　　　　　社 訓
　　　　　過去は財産とし

　　　現在に自信を持ち

　未来を創造する

　　　　　　　　 企業理念（スリーS）

　　　　    ・安全／Safety
　　　　　 安全第一による安心と生活の向上

　　  ・迅速／Speedy
　　あらゆる変化にフレキシブルに対応

 ・高精度／Severe
高精度の技術提供と技術向上

　　　　　企業コンセプト
　  技術と信頼で社会に貢献する

平成3年3月

平成8年11月

平成12年10月

平成13年8月

平成16年4月

平成17年8月

令和2年4月

令和2年12月

令和3年5月

横浜市港南区に川久保企画をはじめる

同区に日限山支店を出し、有限会社 川久保企画を設立

相模原営業所開設

本社ビル移転により上永谷営業所を合併統合

東京営業所開設

株式会社川久保企画に組織変更

株式会社渡辺建築設計事務所資本提携

JRCサービス株式会社企業統合

関内事業所開設沿 革

ごあいさつ

ありとあらゆる分野で急速に成長する現代において、

多様化するニーズにどのように応えるべきなのでしょうか。

私たちは、「安全」「迅速」「高精度」をコンセプトとして、

あらゆる環境変化を意識した新たな価値（技術）を創造し、

お客様より高い評価をいただいております。

また、そこから生まれた信頼を損ねない様にするだけではなく、

築きあげていくことが大切であると考えます。

こうした信頼の積み重ねは、無形無限の財産を形成し、

企業を成長させると確信しております。

これからも、川久保企画はお客さまと共に歩み成長して参りますので、

温かいご支援ご愛顧を心よりお願い申し上げます。

代表取締役  川久保 隆幸



Activities WorkActivities Work （株）大林組
県立がんセンター二俣川
55,362㎡／平成25年

（株）フジタ
横浜武道館
16,060㎡／令和2年

清水建設（株）
キャノン川崎事業所  L-4棟  U-4棟実装工事
76,000㎡／平成23年

鹿島建設（株）
横浜市中区北仲通5丁目計画
168,285㎡／令和2年

（株）大林組
法政二中高武蔵小杉
35,077㎡／平成28年

戸田建設（株）
三菱倉庫南本牧倉庫新築工事
35,602㎡／令和2年

（株）鴻池組
三鷹倉庫 Logicross
29,895㎡／平成29年

清水建設（株）
DNP市谷加賀町ビル
177,844㎡／平成27年

（株）竹中工務店
ヤクルト本社中央研究所基礎研究棟
7,466㎡／平成27年

鹿島建設（株）
横浜ベイコート倶楽部ホテル&スパ
4,8114㎡／令和2年

施｜工｜実｜績

『測るを追求する精度管理のプロ』

特 徴

墨出しとは設計図を原寸大で描く作業です。これを基に建物が造られる為、大きなスケー
ル感にシビアな精度が要求されます。

Technique Cost Combination
熟練技術者による指導と常に
最新機器導入を目指すことで、

幅広い技術で善処します。

現場担当技術者による直接
出来高管理により、無駄を
なくしお客様のニーズに

お応えします。

申請等に伴う測量・近隣
調査から墨出しまで、

一括した管理を行うことが
できます。

主な墨出し業務

主な墨出し作業の流れ

準備工事
〔 境界測量・建物位置 〕

基礎工事
〔 杭芯山留位置・捨てコン耐圧墨 〕

地上躯体工事
〔 床上基準・鉄骨建方・PC建込 〕

仕上げ工事
〔 基準レベル・建具取付・間仕切 〕

Activities Work竣  工
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Construction Results

発注者 施設 竣工 形態 延床面積（㎡）

（株）浅沼組 Brillia東戸塚新築工事 H29 共同住宅 8,135

JFEシビル（株） 成田空港北側貨物施設整備工事 R1 倉庫 8,135

アイサワ工業（株） アイサワビル計画 H28 事務所 6,647

安藤建設（株） 大井ゼームス坂計画解体工事 H24 共同住宅 16,361

岩田地崎建設(株) 警視庁第二機動隊 H26 公共施設 13,840

奥村組（株） 平塚競輪場 H29 公共施設 11,408

鹿島建設（株）
ANA ASTC建設プロジェクト H31 研究所 60,531

資生堂グローバルイノベーションセンター
建設工事 H31 事務所 58,226

（株）関東建創 ヤマダ電機横須賀 H26 商業施設 11,373

佐藤工業（株） グランシップ大船駅前 R3 商業施設 65,861

清水建設（株） 鹿島田駅西地区第一種市街地再開発新築工事 H28 共同住宅 93,210

大成建設（株）
京急グループ本社新社屋建設工事 R1 事務所 25,823

日本通運（株）横浜支店川崎北物流センター
D棟新築工事 R1 倉庫 29,539

（株）竹中工務店 イトーヨーカ堂武蔵小杉SC新築工事 H26 商業施設 108,584

戸田建設（株） 三井倉庫南本牧倉庫新築工事 H29 倉庫 31,556

西松建設（株） 戸塚計画 西街区・東街区 新築工事 H27 共同住宅 10,738

前田建設工業（株） 神田神保町PREX新築工事 H30 商業施設 4,074

馬淵建設（株） 南区総合庁舎移転新築工事（第2工区建築
工事） H27 公共施設 4,137

三井住友建設（株） ららぽーと平塚新築工事 H28 商業施設 166,000

（株）大林組

IHIフロンティア・イノベーション棟計画
新築工事 H30 研究所 16,292

武蔵野音楽大学江古田新キャンパスプロジェ
クト H29 学校 24,693

（株）大林組
雪印メグミルク海老名工場
54,121㎡／平成24年

大成建設（株）
ららぽーと海老名
121,127㎡／平成27年

鹿島建設（株）
日本橋髙島屋S.C.
137,805㎡／平成30年

（株）竹中工務店
東京ミッドタウン
555,180㎡／平成18年

大成建設（株）
中央大学横浜山手中学校・高等学校
14,959㎡／平成25年

鹿島建設（株）
港南区総合庁舎移転新築工事
17,341㎡／平成29年

東急建設（株）
晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業5-3街区（レガシー工事C棟）
24,132㎡／令和元年

東急建設（株）
渋谷区役所建替プロジェクト新築工事（住宅棟）
61,491㎡／令和2年

清水建設（株）
日大理工学部
26,179㎡／平成30年

（株）竹中工務店
横浜駅西口
118,000㎡／令和2年

大成建設（株）
南区総合庁舎
18,626㎡／平成27年

東急建設（株）
渋谷ストリーム
116,083㎡／平成30年

（株）竹中工務店
MIYASHITA PARK
16,500㎡／令和2年

（株）大林組
アパホテル&リゾート横浜ベイタワー
64,516㎡／平成29年

（株）竹中工務店
横浜市庁舎
142,621㎡／令和元年



Activities WorkActivities Work

JRC
01
■コンクリート部門
フレッシュコンクリート（構造体）の品質管理試験

（スランプ・フロー・空気量・単位水量・塩化物量・温度）
公的試験機関での圧縮・曲げ強度試験

（コンクリート・モルタル・セメントミルク・コンクリートコア等）

新設構造物

02
■鋼材部門
公的試験機関での引張・曲げ強度試験

（圧接・溶接・機械式各継手）
超音波探傷検査
継手部（圧接・溶接各継手）

新設構造物

03
■鉄筋コンクリート部門
非破壊探査機による配筋かぶり調査
赤外線機器による外壁劣化調査
コアボーリング・ハツリ法によるコンクリート調査（圧縮強度・中性化進行度）
コアボーリング・ハツリ法による鉄筋調査（腐食度・かぶり厚・鉄筋径等）
シュミット・ハンマーによるコンクリート強度推定試験
調査箇所の現状復旧
不同沈下量・たわみ量・傾斜度の調査

既設構造物

04
■鉄骨部門
部材調査／座屈調査／目視調査
溶接部超音波深傷検査／構造図復元

既設構造物

05
室内環境測定／アスべスト含有分析／残土処理に関する成分分析（土質）
平板載荷試験等（地盤）／あと施工アンカーの引張試験

環境・地盤等

06
オゾン脱臭機による臭気除去

その他

公的試験機関での圧縮・曲げ強度試験

鉄筋調査

フレッシュコンクリート品質管理試験 公的試験機関での引張・曲げ強度試験

ハツリ法鉄筋調査コンクリートコア採取

CC業務運営フロー〈コンクリート試験編〉

公的機関との連携

工事概要の確認

コンクリートに関わる
仕様確認

公的試験機関より
試験成績書発行・照査

打設当日の現場試験

強度試験実施

工事事務所へ
試験成績書発送

打設翌日以降
供試体管理開始

養生・供試体成型を経て
公的試験機関搬入

『すべてはエンドユーザーのために』
JRCチーム

一般財団法人日本品質保証機構（JQA）
との業務提携

構
造
物
各
種
調
査
・
試
験
・
検
査

自社試験場  　保有試験機器 自動圧縮試験 3台
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3Dレーザースキャナ

KUMONOS（ひび割れ調査）

赤外線調査（浮き調査）

器機周囲360度の３次元座標の計測を無数（１秒100万点）に行い点の集合体（点群）
により多様な形状を記録します。

M｜E｜R｜ I｜T
・構造物や地形等のあらゆる形状を3次元座標によるモデル化ができる。
・遠方より非接触での計測ができる。
・取得したデータからあらゆる2D図面（平断面図等）の作図が可能となる。
・現場をまるごとデータとして持ち帰れるため追加計測が不要となる。

M｜E｜R｜ I｜T
・軽装備で安全（高所での作業が不要）かつスピーディーに計測することができる。
・正確な数量調査及び経年劣化調査が可能。
・図面の復元が可能。

・測定方式：タイム・オブ・フライト方式
・測定範囲：0.6～340m
・水平視野：360°
・垂直視：317°
・測定速度：100万点／秒
・レーザー出力：クラス１
・範囲誤差：±2mm（標準モード）／±１mm（高精度モード）
・周囲温度：０°～40°
・大きさ：335×386×242（mm）
・重さ：10.6kg

KUMONOS計測

赤外線カメラ撮影

ロープアクセス併用調査   ※異常箇所を座標で記録

※国土交通省の診断指針に「赤外線法」として認められています。（12条点検適応）

サーモグラフィ画像

3Dレーザースキャナの活用例
■ 建築関連 ■ 土木関連
・BIM設計に伴う事前測量
・建造物のデジタルアーカイブ
・都市景観のシミュレーション
・竣工後の出来形検査及びデータ保存

・ICT土工設計の事前測量
・急傾斜地等の測量
・施工中施工後の出来形計測
・等高線図作成、土量計算

『新世代技術へ ～技術革新への挑戦～』

データ合成・ノイズ処理後の点群データ 3Dレーザースキャナ計測

Trimble Tx8

3
次
元
計
測
／
Ｂ
Ｉ
Ｍ・Ｃ
Ｉ
Ｍ

無
足
場
外
壁
調
査



Activities Work

『カーボンゼロを目指し、SDGs に
 貢献する』

一般
測
量
／
土
地
家
屋
調
査

『安心・安全な街づくりパートナー』

土地家屋調査業務
不動産の調査や測量
表示に関する登記申請の代理

表示に関する登記の審査請求手続きの代理
筆界特定の手続き代理

《表記登記の種類》
・表題登記・変更登記・更生登記・分筆登記
・合筆登記・合併登記・分割登記・区分登記
・合体登記・滅失登記

測量の分類
□ 基準点測量
・基準点測量・水準点測量・多角測量

□ 応用測量
・路線測量・河川測量・深浅測量・用地測量

□ 地形測量
・空中写真測量・地形測量・航空レーザー測量

□ 三次元点群測量
・UAV写真測量・地上レーザー測量

高まる環境に優しいエネルギーニーズに応える為、さまざまな再生可能エネルギー 
事業に取り組んでおります。

測量は記録という人類の歴史の始まり以来、人間環境の発展における要素の一角を担い、
建設行為についてはほとんどのケースで計画と実行には測量が欠かせません。また、
輸送・通信・マッピング及び土地所有権の法的境界の定義にも利用されるといった 
他の科学分野の研究にとっても重要なツールです。

茨城県下妻市太陽光発電所

伊東大川浄水場小水力発電所
（一般社団法人 地域発電推進機構 理事）

所在地 茨城県下妻市
総面積 14,521㎡
最大出力 1,344kw
Module ソーラーフロンティア170
枚数 7,680枚

所在地 静岡県伊東市鎌田
取水地点 奥野ダム
流域面積 11.7k㎡
最大出力 179kw
最大落差 107,110m

大分県湯布院町奥江地熱発電所（仮称）
（建設中）

所在地 大分県湯布院町
総面積 35,700㎡
最大出力 250kw
発電プラント 125kw×2基

※イメージ画像

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
業
務
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Construction Results
Construction Results

耐震調査

2017年 株式会社ファインコラボレート研究所
株式会社 田辺設計

いすみ市公共施設（16施設18棟）躯体健全性調査
平成28年度県立学校（瀬谷西 ・金弁高校・三ツ境養護）耐震診断調査

2018年 株式会社 大建設計
株式会社 白川設計

富士フイルム小田原サイト（12棟）耐震診断調査
区立蓮根第二小学校外壁・アスベスト調査

2019年 横浜構造設計 株式会社
株式会社 ユー・アール・ユー総合研究所

横須賀市営住宅耐震診断調査
ひかりが丘住宅（7棟）住戸改善事業に伴う現地調査

2020年 株式会社 川崎設計
株式会社 第三設計連合

野庭住宅（4棟）耐震診断調査
大正小学校ほか1校（5棟）耐力度調査

会社概要
商号 株式会社 川久保企画

本所在地 〒233-0016  神奈川県横浜市港南区下永谷 6-1-8

営業所・事業所
東京営業所　　〒107-0052　東京都港区赤坂 1 - 8 - 5
関内事業所　　〒231-0015　横浜市中区尾上町 2-27 TC関内ビル3F
北関東事業所　〒360-0015　埼玉県熊谷市肥塚1059 -3

創立 平成３年３月３日

設立 平成８年11月21日

資本金 ￥10,000,000

従業員数 150名

役員
代表取締役 川久保隆幸
取締役 尾張谷悟  川久保多喜子  青木渉
監査役 高橋有人

事業種目
建築墨出し/測量全般/建設物調査/各種コンクリート試験/3Dレーザースキャナ/赤外線
調査/KUMONOS調査/耐震調査・診断/家屋調査/建物12条点検

許可番号
神奈川県知事許可（般ー29）第64261号
登録　第（4）27414号
神奈川県測量協会会員

主要取引銀行 横浜銀行／りそな銀行／三井住友銀行／三菱UFJ銀行／みずほ銀行／横浜信用金庫

技術者
測量士6名／測量士補5名／1級建築士1名／2級建築士2名／
2級建築施工管理技士2名／2級土木施工管理技士2名／土地家屋調査士1名／
宅地建物取引主任者1名

お取引先

（株）淺沼組／（株）安藤・間／岩田地崎建設（株）／（株）NB建設／（株）大林組／
（株）奥村組／鹿島建設（株）／（株）門倉組／神奈川県下公共事業／（株）関東建創／工藤建設（株）／
（株）熊谷組／黒沢建設（株）／京急建設（株）／（株）鴻池組／（株）小俣組／五洋建設（株）／
佐藤工業（株）／JFEエンジニアリング（株）／JFEシビル（株）／（株）塩浜工業／清水建設（株）／
西武建設（株）／（株）錢高組／（株）大勝／大成建設（株）／大豊建設（株）／大洋建設（株）／
大和ハウス工業（株）／（株）竹中工務店／東亜建設工業（株）／東急建設（株）／独立行政法人都市
再生機構／土志田建設（株）／戸田建設（株）／飛島建設（株）／（株）ナカノフドー建設／奈良建設（株）
南海辰村建設（株）／西松建設（株）／（株）長谷工コーポレーション／（株）ピーエス三菱／

（株）藤井工務店／（株）フジタ／前田建設工業（株）／馬淵建設（株）／三井住友建設（株）／
矢作建設工業（株）／横浜市公共事業／（株）渡辺組／横浜建築設計共同組合

●主なJRCチームの実績

●主な3次元計測／無足場調査の実績

コンクリート試験

2017年 株式会社 大林組
株式会社 竹中工務店

高速1号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新工事
横浜市市庁舎移転新築工事

2018年 鉄建建設 株式会社
戸田建設 株式会社

東海道貨物線横浜羽沢駅構内改修工事他1
（高負）高速横浜環状北西線他トンネル・半地下・擁壁・土工等工事

2019年 大成建設 株式会社
松井建設 株式会社

相鉄・東急直通線、羽沢トンネル他
新茅ヶ崎中央病院新築工事（Ⅰ期工事）

2020年 株式会社 竹中工務店
大和ハウス工業 株式会社

GLP相模原プロジェクトSITE1（倉庫棟）
（仮称）Dプロジェクト横浜幸浦新築工事

発注者 調査内容 計測機器 調査対象

関西電力G
横須賀土木
神奈川県土木
東京電力G
日揮（株）
新日鉄住金G
NEXCO中日本G
日本国土開発（株）
久米設計G
鹿島建設（株）

（株）大林組
（株）竹中工務店

形状・ひび割れ等
特殊車輌通行シュミレーション等
形状・ひび割れ等
形状・ひび割れ等
形状・ひび割れ等・浮き等
形状・高低差
被災地地盤変動調査
形状・ひび割れ等
形状・ひび割れ等・浮き等
形状・変動等
形状・ひび割れ・浮き等
形状・モデリング・動画

KUMONOS
3Dレーザースキャナー
KUMONOS
KUMONOS
赤外線カメラ・KUMONOS
3Dレーザースキャナー
KUMONOS
KUMONOS
赤外線カメラ・KUMONOS
3Dレーザースキャナー
赤外線カメラ・KUMONOS
3Dレーザースキャナ

ダム
道路
跨線橋
煙突
事務所ビル
線路
高速道路
橋粱
学校
原子力発電所
マンション
駅ホーム・線路 組織図

取締役会取締役会取締役会取締役会取締役会取締役会

取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長取締役社長
経営会議経営会議経営会議

グループ会議グループ会議グループ会議
経営責任者経営責任者経営責任者経営責任者経営責任者経営責任者

工事グループ工事グループ工事グループ工事グループ工事グループ工事グループ 安全グループ安全グループ安全グループ安全グループ安全グループ安全グループ

チーム会議チーム会議チーム会議

建築測量チーム建築測量チーム建築測量チーム建築測量チーム建築測量チーム建築測量チーム 構造物調査チーム構造物調査チーム構造物調査チーム構造物調査チーム構造物調査チーム構造物調査チーム

営業グループ営業グループ営業グループ総務グループ総務グループ総務グループ 経理グループ経理グループ経理グループ

監査役監査役監査役

一般測量チーム一般測量チーム一般測量チーム一般測量チーム一般測量チーム一般測量チーム

公共測量チーム公共測量チーム公共測量チーム 工事測量チーム工事測量チーム工事測量チーム横浜本社チーム横浜本社チーム横浜本社チーム JRCチームJRCチームJRCチーム横浜本社チーム横浜本社チーム横浜本社チーム 東京チーム東京チーム東京チーム



初　校

本社
東京営業所
関内事業所

北関東事業所
新横浜試験場

〒233-0016　神奈川県横浜市港南区下永谷 6-1-8
〒107-0052　東京都港区赤坂 1-8-5
〒231-0015　横浜市中区尾上町 2-27 TC関内ビル 3F
〒360-0015　埼玉県熊谷市肥塚1059-3
〒223-0057　横浜市港北区新羽町176

株式会社 川久保企画
Kawakubo Planning

http://www.kawakubokikaku.co.jp/




