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社長あいさつ

代表取締役 齊藤　健

　常盤工業の始まりは、表紙にもなっております東京都の日本橋でした。戦後

まもない1947年の創立以来、東名高速道路をはじめ、各地に広がる国道、高

速道路、空港建設など、日本全国の道路整備事業に参画しながら、豊かな生活

や高度な経済活動を支える資産づくりに尽力してまいりました。

　私たちの変わらない基本コンセプトは、新しい技術で、新しい環境を創造す

ること。独自の研究開発に基づくテクノロジーで、一般土木の施工にとどまらず

建築、スポーツ施設、特殊工事など、さらに多彩な分野へと活動を展開。日本全

国にアスファルト舗装道路が広がった現在、環境・景観・利便性を追求した「未

来への道づくり」を進めながら、人と社会の新しい関係を創造する、未来への

エンジニアリングを目指しています。
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社会の景観が変わるとき、町が変化するとき。
まず私たちのあたらしい技術が活躍します。

舗装工事

人が動くこと、人が暮らすことのすべてに、

常盤工業が提案する未来へのエンジニアリングは、

時代を超えて息づく快適な社会環境を創造します。

常盤工業は、日本の道とひとびとの営みを愛しています。

長年の経験に裏打ちされた技術力を活かし

高速道路から生活道路迄、あらゆる道路を

ニーズに適応した技術で舗装しております。

道路という身近な交通インフラだからこそ

安全で快適、そして環境・景観にも配慮した

舗装を心がけ日々努力しております。

舗装工事
高速道路／空港／一般道路／工場構内／駐車場

P.4

舗装材の製造・販売
加熱アスファルト 混合物／再生アスファルト 混合物
常温混合物／アスファルト 乳剤

P.14

技術研究
技術開発／各種試験

P.13

建築工事
商業施設／倉庫／物流センター／工場／特殊工事

P.11

スポーツ工事
スポーツ舗装／スポーツ施設

P.9

景観工事
土地造成／街路築造／湾岸・河川護岸／造園

P.7

今井改良舗装工事

八ヶ岳 第二京阪道路

高速道路／空港／一般道路／工場構内／駐車場事業分野
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舗装工事

5 6

空港保全工事（コンクリート舗装時） 紀勢線尾鷲北舗装工事（完成後）

宮崎自動車道山之口SAスマートインターチェンジ舗装 紀勢線尾鷲北舗装工事（コンクリート舗装時）

近畿自動車道紀勢線蟇ノ上舗装工事

ホットジョイント工法 建設ICTによる路盤工

福岡3号松崎地区舗装工事

浜田・三隅道路内田地区第二舗装工事（舗装時） 浜田・三隅道路内田地区第二舗装工事（転圧時）

クルマにたとえるとアクティブセーフティー。     クオリティの高い道路は、安全性も高いのです。
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景観工事

自然との調和、機能性と景観美の両立を目

指して、総合的なコーディネートに配慮した景

観工事にも精力を注いでいます。アメニ

ティーの要素を盛り込みながら、親しまれ、広

く活用される施設づくりを展開しています。
芝生駐車場工事

土地造成／街路築造／湾岸・河川護岸／造園事業分野

7 8

染谷地区公園整備工事

北十間川南側道路環境整備工事

平成30年度国際展示場駅前広場改修工事

熊野神社 ポーラスカラー施工

内堀通

Landscape Works

多彩なフィールドで社会資本の充実を図る。
住みやすい、豊かなコミュニティを創ります。
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スポーツ施設
工事

技術とスポーツ工学のコラボレーションから

生まれた、全天候型舗装材「グリーンテック

ス」など、スポーツの種類に合わせた、最適

化されたフィールドを提供します。

スポーツ舗装／スポーツ施設事業分野

都内を中心に学校等のグランドの改修・メンテナンス工事を行っております。

臨時ヘリポート舗装工事

Sports&Landscape Works

アスリート用トラック、子供が自由に遊べる校庭。
スポーツ施設の創造にも、材料技術が活きています。
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建築工事

空間には様々な役割があり、それぞれに

フィットするデザインと機能が求められます。

お客様の多様なライフスタイルやビジネスで

の使用目的を把握した上で、きめ細やかな

プランニングを行い、設計、工法、資材に至る

までの最適な形をご提案します。

商業施設／倉庫／物流センター／工場／特殊工事事業分野

Construction Works

2017年平成中村座名古屋公演施設工事

本社ビル外壁工事

生活には華やぎを、ビジネスには快適な作業環境を。
機能を高めた空間づくり、各々のベストソリューション。

浸透性コンクリート床表面強化仕上工法「シールハード」

駅構内部分隔離工法「ふうじろう」 ポリアスパラティック樹脂工法「スパルタコート工法」

東京大学柏キャンパス展示室セルフレベリング床工法 東京大学柏キャンパス展示室　施工完了

島田市立川根体育館耐震天井「TEC工法」 倉庫天井マグネットピン工法施工中
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13 14

Technical Research

技術研究

技術開発の研究は、土木建築の世界だけに

留まらず、新しい工法や施工機械の開発に努

めています。学術的基礎研究に加え、他産

業、大学等の情報交換、共同研究にも積極

的に取り組んでいます。

技術開発／各種試験事業分野

舗装材の製造・販売

高い生産性とリサイクルを両立した最先端

のプラントから、必要なものを、必要な時に、

必要な場所へ、必要な量だけお届けする。常

盤工業は、現場から要請に昼夜を問わない

素早い対応で、高品質のアスファルト混合物

を提供しています。

加熱アスファルト 混合物／再生アスファルト 混合物
常温混合物／アスファルト 乳剤

事業分野

技術研究所：アスファルト舗装強度試験現場：平坦性試験

レーザースキャナーによる3D計測状況 レーザースキャナー測定機器

ホイールトラッキング試験

墨田アスコン（東京都墨田区）

三郷アスコン（埼玉県三郷市）

三郷共同アスコン（操作室内）

Manufacture Sales Of Paving Materials



13 14

Technical Research

技術研究

技術開発の研究は、土木建築の世界だけに

留まらず、新しい工法や施工機械の開発に努

めています。学術的基礎研究に加え、他産

業、大学等の情報交換、共同研究にも積極

的に取り組んでいます。

技術開発／各種試験事業分野

舗装材の製造・販売

高い生産性とリサイクルを両立した最先端

のプラントから、必要なものを、必要な時に、

必要な場所へ、必要な量だけお届けする。常

盤工業は、現場から要請に昼夜を問わない

素早い対応で、高品質のアスファルト混合物

を提供しています。

加熱アスファルト 混合物／再生アスファルト 混合物
常温混合物／アスファルト 乳剤

事業分野

技術研究所：アスファルト舗装強度試験現場：平坦性試験

レーザースキャナーによる3D計測状況 レーザースキャナー測定機器

ホイールトラッキング試験

墨田アスコン（東京都墨田区）

三郷アスコン（埼玉県三郷市）

三郷共同アスコン（操作室内）

Manufacture Sales Of Paving Materials



会  社  案  内
Co r p o r a t i o n  P r o f  i l e

www.tokiwakogyo.co. jp

〒102‐8182 東京都千代田区九段北4丁目2番38号

☎03（3262）9181（代表）

https://tokiwakogyo.co.jp

本社


