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北海道（株）泰進建設様

#763 スマ ートコンストラクションで安心•安全な現場へ

■■ 現場詳細 ■■北海道岩見沢市

石狩川（下流）河川整備計画に基づき、 北村遊水地周囲堤の盛土を行うエ妻
【施工範囲】施工延長430m 【施工土呈】盛土47,300m 3 切土800m 3

【ソリュ ー ション】スマートコンストラクションアプリ／ドロ ーン測呈／転圧管理システム
【稼働建機】D37PXi

（掲載月： 2023年2月）

安心のサポ ー ト体制コマツの実績に期待
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丁張り作業削減で業務効率化を実感
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■ ■ 導入経緯 ■ ■ 

（株）泰進建設工事長橋場二美夫さん
以前も ICT 活用工事でスマ ートコンストラクションを等入し
た経験があり、 エ期短縮•安全性の高さにとても満足していま
した。
今回も前回の経験を活かし、 是非 ICT 建機でやりたい！と強
く思っていました。 スマートコンストラクションを導入するこ
とによって測呈から検査までの工程を管理でき、 実績も多数あ
る昨年もお世話になったコマツになら安心して任せられる、 と
いう気持ちがあったため、 今回の導入を決めました。

■ ■ 導入効果 ■ ■ 

（株）泰進建設工妻長橋場二美夫さん
今回スマートコンストラクションを導入したことで、 従来施工
と比べて丁張りが少なくなり、 時間短縮につながりました。 作
業員の接触リスクも減り、 安全確保を実現できました。
また、 測量日数も大幅に削減でき、 とても満足しています。
このように操作が商単で高精度な施工ができれば、 経験の浅い
若い人でも活躍できるチャンスがあると実感しました。 今後は
新しいソリュ ー ションにも目を向け、 積極的にスマ ートコンス
トラクションを導入していきたいと思います。

（株）泰進建設様

【経営理念】
私たちは、 建設事業を中核とした事業活動を通じ、 確かな品質で顧客満足度の最大化を目指し、 ひいては地域の発展と環境の維持保全に貢
献いたします。
全社員がより高い倫理観をもって判断・行動し、 社会的責任を果たしてまいります。
https://www.kktaishin.co.jp 
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工事長橋場二美夫さん

ICTソリュ ーション導入事例一覧 ＞ 印刷用ファイル巨 >

お問い合わせはこちら

ICT建機単体の導入から、 現場の課題抽出、 全工程における導入・施エサポートまで、 お客さまの現場の課題と
要望に合わせて自由にご利用を開始していただけます。 お気軽にお問い合わせください。

／ お問い合わせ ］ 

WEBセミナ ー 開催中

建設現場における感染拡大防止対策、 『3

つの密』回避対策へ向けての、 ウエピナ
ーを開催いたします。

loTセンタ ーで最新技術を体験

「スマートコンストラクション」をより
深く理解していただくための様々な体験
をご用意しています。

動画館

スマ ートコンストラクションのPR動画を
配信中。

メ ールマガジン登録 ＞ Facebook >

Top > スマートコンストラクション ＞ ICT ソリュ ーション苺入事例 ＞ 北海道（株）泰進建設様
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建設機械 スマ ートコンストラクションとは？ サーピス体制 ニュ ース YouTube 

フォ ークリフト ICT ソリュ ーション芍入宰例 Komatsu Care Plus/ コマツオ ー 特築 Face book 
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