
主な国内グループ会社

三井住建道路株式会社

道路舗装⼯事を中⼼に、道路・造園・⼟⽊な

どの⼯事の設計、施⼯ならびに監理、アスフ

ァルト合材などの製造・販売を⾏っていま

す。

所在地： （本社）東京都新宿区�

（⽀店）北海道、宮城、東京、

愛知、⼤阪、福岡

設⽴年⽉： 1948年2⽉

代表者： 蓮井�肇

事業内容： 舗装、道路、造園、⼀般⼟⽊

⼯事など

URL：

東京証券取引所市場第⼆部上場

SMCシビルテクノス株式会社

創業以来90年間、総合建設会社として河川⼟

⽊・基礎⼯事、地盤改良⼯事、プレストレス

トコンクリート（PC）橋梁上・下部⼯事、道

路、鉄道、港湾、上・下⽔道⼯事、公害対策

を含む環境整備⼯事などを⾏うほか、近年は

橋梁補修・補強など、維持更新分野に注⼒し

ています。

所在地： （本社）東京都中央区�

（⽀店）愛知、⼤阪、愛媛、

福岡

設⽴年⽉： 1927年3⽉

代表者： ⾨出�英揮

事業内容： 橋梁等の道路構造物の補

修・補強の施⼯および設計

∕河川⼯事、橋梁下部等の

⼀般⼟⽊の施⼯∕PC橋等の

施⼯∕アラミド繊維等の新

素材の応⽤開発・製品の販

売

URL：

[�関連情報�]

グループ企業⼀覧

https://www.smrc.co.jp/

https://www.smc-ct.jp/
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株式会社SMCR

建物の維持・修繕のリフォームからリニュー

アル（再⽣・改善）、そして建物の性能やデ

ザイン・価値を向上させるリノベーション

等、これまで以上に、お客様に価値創造をご

提供できる企業として、社名を「株式会社

SMCR」に改称しました。

所在地： （本社）東京都台東区�

（⽀店）北海道、千葉、東京、

神奈川、静岡、愛知、�

⼤阪、愛媛、福岡

設⽴年⽉： 1987年5⽉

代表者： ⾬宮�幸藏

事業内容： 建物調査診断∕リニューアル

の企画・設計・⾒積・施⼯∕

特殊建築物定期検査∕⼀般建

築、設計・施⼯

URL：

SMCテック株式会社

PC橋梁、PCタンク、トンネル、シールド⼯

事などの⼟⽊⼯事部⾨と、ワーゲンやタワー

クレーンなどの建設機械リース部⾨の2つの

部⾨を柱とした機電技術の専⾨会社です。

所在地： （本社）千葉県流⼭市�

（⼯場）千葉県流⼭市、

埼⽟県⽐企郡

設⽴年⽉： 1986年7⽉

代表者： ⼤槻�恒久

事業内容： シールド・トンネル・PC⼯事お

よび建設⽤機械・資材のリースな

ど

URL：

http://www.smcr.co.jp/

http://www.smctech.co.jp/
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SMCプレコンクリート株式会社

三井住友建設のコア技術であるプレキャスト

コンクリート⼯法およびプレストレストコン

クリート（PC）⼯法に使⽤するコンクリート

部材の関東圏での製作のほか、コンクリート

⼆次製品の製造や建築分野のリフォーム事業

などを⼿掛けています。

所在地： （本社）東京都台東区�

（⽀店）茨城�

（⼯場）栃⽊県下野市、

茨城県常総市

設⽴年⽉： 1982年7⽉

代表者： 多⽥�耕⼆

事業内容： コンクリート⼆次製品およびコ

ンクリートプレハブ製品の製

造、販売ならびにこれに付随す

る施⼯∕建築⼯事、⼟⽊⼯事、

電気⼯事、コンクリート⼯事の

設計、施⼯、監理および技術指

導ならびに施⼯請負

URL：

株式会社免制震ディバイス

地震⼤国⽇本において、地震の揺れから⼈

命・建物・財産を守る免制震装置の総合メー

カーです。免制震装置の設計・製作・施⼯⽀

援、維持管理業務、免震・制震構造の計画・

設計業務・総合的企画業務を⾏っています。

所在地： （本社）東京都千代⽥区�

（技術センター）栃⽊県下野市

設⽴年⽉： 1996年12⽉

代表者： ⽥中�久也

事業内容： 免震・制震装置の設計、製

作、施⼯⽀援、維持管理業務

∕免震・制震構造の計画∕設

計業務∕免震・制震構造の総

合的企画業務

URL：

http://www.precon.co.jp/

http://www.adc21.com/

- 3 - 三井住友建設コーポレートレポート2021

http://www.precon.co.jp/
http://www.adc21.com/


三井住友建設鉄構エンジニアリング

株式会社

各種形式の新設鋼製橋梁、既設橋梁をはじめ

とした構造物の⻑寿命化対策の他、浮桟橋、

可動橋、ケーソン等の沿岸製品を提供してい

ます。

所在地： （本社）千葉県千葉市�

（事業拠点）千葉、⼤阪、

岡⼭∕四国、⼤分

設⽴年⽉： 1974年2⽉

代表者： 德⽥�紳⼆

事業内容： 橋梁事業、橋梁保全事業、沿岸

事業など

URL：

株式会社⻄和⼯務店

1962年（昭和37年）1⽉の創業以来、プレス

トレストコンクリート橋梁上部⼯の施⼯⾯に

おける三井住友建設の主要な専⾨⼯事会社で

す。

所在地： 東京都中央区

設⽴年⽉： 1962年1⽉

代表者： 菅原�徹

事業内容： プレストレストコンクリー

ト橋梁⼯事∕橋梁補強⼯事

∕道路新設⼯事∕宅地造成

⼯事∕ゴルフ場造成⼯事∕

⼀般構造物⼯事等∕⼀般⼟

⽊⼯事の施⼯請負

URL：

ドーピー建設⼯業株式会社

PC技術を基本として、新形式の複合橋梁や独

⾃の補修補強⼯法の開発、コンクリート補修

材料の研究およびエネルギー関連施設に付随

したコンクリート構造物の研究開発などを⾏

っています。

所在地： （本社）北海道札幌市�

（⽀店）北海道、東北、

東京、中部�

（⼯場）北海道登別市、

静岡県掛川市

設⽴年⽉： 1956年9⽉

代表者： 稲⽥�義⾏

事業内容： 橋梁事業、橋梁保全事業など

URL：

ファイベックス株式会社

⾼強度、軽量、しなやかといった特徴をもつ

アラミド繊維をコンクリート構造物などの補

強材として活⽤した会社。アラミドシート

は、劣化した構造物の補修・補強などに数多

く採⽤されています。

所在地： （本社）東京都中央区�

（⼯場）栃⽊県栃⽊市

設⽴年⽉： 1992年6⽉

代表者： 近藤�真⼀

事業内容： ⾼強度繊維などを⽤いた各種

補強材の製造販売∕⼟⽊・建

築構造物などに⽤いる補強材

および関連製品の販売∕⼟

⽊・建築構造物などにおける

補強構造の提案・検討

URL：

https://www.smcse.co.jp/
http://www.seiwa-

koumuten.co.jp/

https://www.dps.co.jp/

http://www.fibex.co.jp/
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その他事業会社

SMC商事株式会社

設⽴年⽉： 1973年3⽉

事業内容： 建材販売、�

保険代理店他

SMCコスモソリューショ

ンズ株式会社

設⽴年⽉： 1987年6⽉

事業内容： コピー・印刷

業、情報シス

テム、�

⼈事総務サー

ビス、計測、

ソフト販売

吉井企画株式会社

設⽴年⽉： 1976年6⽉

事業内容： 不動産事業

（道後平団地

造成開発）

海外グループ会社

SMCC�Philippines,�Inc.�

（フィリピン）

設⽴年⽉： 1995年9⽉

Pt.�SMCC�Utama�Indonesia�

（インドネシア）

設⽴年⽉： 1976年6⽉

SMCC（Thailand）Co.,�Ltd.�

（タイ）

設⽴年⽉： 1972年8⽉

SMCC�Construction�India�Ltd.�

（インド）

設⽴年⽉： 1996年12⽉

SMCC�Malaysia�Sdn.�Bhd.�

（マレーシア）

設⽴年⽉： 2014年4⽉

SMCC�Taiwan�Co.,�Ltd.�

（台湾）

設⽴年⽉： 2017年12⽉

SMCC�Overseas�Singapore�Pte.Ltd.�

（シンガポール）

設⽴年⽉： 2012年8⽉
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