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施工事例 - 伊香立浜大津線橋脚 (滋賀県大津市)

施工事例 - 総合ケアセンターちとせ (滋賀県近江八幡市)

型枠工事施工に対しても

販売部門だけでなく

当社は創業以来、型枠資材

型 枠 工 事 を 制 度 を 重 視し、

一人一人が胸に留め数々の

これを皆社員一人一人、職人

り ました 。

我が社は未だ会社として

情熱を注ぎ続けております。 そして安全に施工してまい

「 型枠屋は型枠のプロ

も若く、日々勉強の毎日で

ございます。

皆様がお仕事をくださって

いるのは、隈元建設を、

そして、そこに根付く職人

の腕を信頼してくださって

いるからに他ならない。

ならば我々はその信頼に

皆様の期待以上の施工に

よって答えねばならない。

隈元建設は皆様の信頼を

日々の糧として今後も
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精進してまいります。

施工事例 - 立命館BKC (滋賀県草津市)

プロならプロらしく

プロの仕事をし続ける 」

施工事例 - 桂春日町老人ホーム (京都市西京区)

(古物商許可 滋賀公安 第60115H230002号)

買いたい資材が、買い 様は受け入れてくだ

誰でも買いたい時に、 知なる挑戦を、お客
で、また昨今では貿易

を預かる主婦の方ま

ムを型枠業界にも取

気軽で明快なシステ
た。

育んでくださいまし

売部門を全国規模へ

ご信頼が、弊社の販

さり、お客様からの

からのご信頼を頂戴

注もあり、様々な方

国等の国外からの受

シアやカンボジア、中

会社様を通じマレー

たい分だけ買える！

り入れたい！

ました。

ングサイトでござい

資材のネットショッピ

したのが、中古型枠

そんな思いで作りま

社様だけでなく農業

多岐に渡り、型枠会

ております。業種は

お問合せ件数は

2012年現在、

に係る情報・憂慮事由

リース時の値段決定

え、更なる増加を辿っ 情報の可視化、買取・

10000件を超

等の透明化に尽力し

材の価格品質・その他

更に、私共は販売資

しております。

当初、何の実績もな

ています。

「 型枠の運搬をしてくれる
会社って意外に少ないん
ですよね… 」
そんなお客様の一言をキッカ
ケにスタートした部門が、
「資材運搬部門」です。

車では、建設資材を運ぶ
うえで最も便利な形状を
特注し、建設会社様に必要
なフォークリフトやパネル
ソー等も運べる仕様になっ
ており、皆様の型枠仕事を
より一層サポートさせてい
ただく事が可能です。

隈元建設さんで決まりやで！」

お客様のこのようなお声にお応えするべく、また更なるお客様

のニーズに柔軟にお応えするべく、私共は慢心することなく日

もちろん料金面でも、お客
様に寄り添った安価な価格
設定をいたしております。

一概に型枠資材運搬と言っ
ても、お客様の請負現場は
千差万別。杓子定規ではお
客様のご期待に添うお仕
事は適わないと考え、私共
は、お客様と綿密なスケジ
ュール確認をさせていただ
き、ベストな形での運搬を
心掛けております。

2012年度現在では、従来
また、当社の運搬部門のス
活躍中の軽トラック、 ユニッ
タッフは型枠業務を専門と
ク車、 平車、 ユニックに加 し、長年型枠大工として働
え、 ユニック車を2台導入。 いていた者や、ベテランス
タッフが教育し太鼓判を押
した者達ばかりです。

15t

「 中古の型枠資材を買うんやったら、

お客様の資材をお運びします

の分野、貿易、ご家庭

々頑張ってまいりたいと思います。
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2t

36,095千円
153,106千円
206,615千円
2009年度
2010年度
2011年度

型枠のプロの手による運搬で迅速且つ安全に
かった隈元建設の未

ネットショップで中古資材を格安販売
www.kumamotokensetu.com

資材運搬部門
中古型枠資材販売・買取・リース部門

4t

販売売上高

4t

15t

自社発送によるお客様発送コストの
負担軽減への取り組み

(産業廃棄物許可 第163756号)

ではお客様の立場に

もっと、お客様のお役 するべく、隈元建設
当たりの運搬量も大

導入により、1運搬

回収費用の料金設定

に立てるように！
幅に拡大。

そんな思いで
をしております。
の運転手により、安

型 枠 を 熟 知した 熟 練

立った低価格な残材
2011年より業務
を開始しましたのが

運搬業許可も滋賀
我々は型枠資材を売

全且つ迅速な収集業

型枠会社と残材は
県、京都府、大阪府、

るだけ買うだけでな

2012年9月現

切っても切れぬ縁。
石川県と取得。

く、皆様の型枠仕事

産廃収集部門です。

定期的に処分が必要
滋賀県を基軸に今も

をトータルで応援す

務に努めます。

であるがコストがか

更に許可取得都道府

在、産業廃棄物収集

かる…

る存在になれますよ
う、努力を惜しみま

県を開拓中です。
そんなお客様のお

せん。

お客様に身を粉にして尽くしてまいります
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また、15t車2台

10t車を導入して
1回あたりの回収量増加を実現

「ポリシーがない事をポリシーに」
それが隈元建設の経営理念です

ゴミ缶のリースを開始
定期的な回収システムの確立

代表取締役 隈元ひかる
悩みを少しでも解消

お客様目線の良心的な値段設定

ごあいさつ
型枠残材収集・運搬部門

自社のポリシーよりもお客様のご要望を優先する

自社の利益よりもお客様の利益を優先した行動ができる
その為にはポリシーなど捨てる 時には不必要なプライドも捨てる
そんな決意が経営理念には込められております

「琵琶湖の鮎は外に出て大きくなる」と言う諺を生むほどに
古くより近江商人を排出してきたこの滋賀の大地で
我々もまた商いのプロとして

型枠業界で頑張る貴方の為の総合型枠コーディネーター

kumamotokensetu.co.jp

本社:
〒520-0502
滋賀県大津市南小松920

お問い合わせ:
TEL 077-596-8057
FAX 077-596-8058

