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現場が求めている戦力。

そして、現場の悩み、建設業界が抱える

課題を解決し、発展していくための戦略を。

私たちテクノプロ・コンストラクションは、

人材派遣の枠を超え、建設業界にとって

「戦力になる、戦略になる。」存在を

目指していきます。

私たちテクノプロ・コンストラクションは
建設プロジェクトを高い技術で支えるプロフェッショナル集団です。

人材派遣

人材紹介

2



現場が求めている戦力。

そして、現場の悩み、建設業界が抱える

課題を解決し、発展していくための戦略を。

私たちテクノプロ・コンストラクションは、

人材派遣の枠を超え、建設業界にとって

「戦力になる、戦略になる。」存在を

目指していきます。

研修事業

ICT事業
設
計
事
務
所

3



建築
52.7％

土木
12.4％

設備
16.4％

電気
8.4％

プラント　2.6％
CAD・事務・他　7.5％

人材派遣

建設現場で発生する多様なニーズに、
最適な技術・経験を持った人材を派遣
当社には、施工管理を中心に設計、施工図、工事監修、積算など、建設現場の多様なニーズに質の高い技術を提供できる

技術者が在籍しています。お客様のご要望に合わせて最適な人材をマッチングし派遣します。

資格名 人数 資格名 人数 資格名 人数
一級建築士 100 一級電気工事施工管理技士 46 各種消防設備士 39
二級建築士 169 二級電気工事施工管理技士 22 一級土木施工管理技士 120
一級建築施工管理技士 187 一級計装士 3 二級土木施工管理技士 82
二級建築施工管理技士 133 二級計装士 4 一級造園施工管理技士 11
一級管工事施工管理技士 61 第一種電気主任技術者 1 二級造園施工管理技士 5
二級管工事施工管理技士 59 第二種電気主任技術者 0 一級舗装施工管理技士 7

第三種電気主任技術者 9 二級舗装施工管理技士 1
建築設備士 10 技術士 2

資格保有者

（2020 年 6月末時点）

施工管理
78.0％施工図

3.4％

設計
4.8％

工事監修　1.2％
積算　1.2％

その他  11.4％

職務分野 技術分野 年齢構成
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22.8％
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労働時間管理

当社オリジナルのWeb勤怠管理

システムで労働時間管理を徹底

し、過重労働を防ぎます。

適正運用とチェック体制

労働者派遣法及び関連諸法令の規

定に基づいた社内基準に従い、適

正な運用をし、定期的にチェック

する体制を構築しています。

フォロー体制

専任の担当者が定期的な現場訪問

を実施し健康管理や人間関係の悩

みなどにきめ細かく対応します。

社員教育

配属前及び定期的な研修を実施

し、社員一人ひとりが高い意識を

持ってルールを遵守するよう教育

を徹底しています。

グローバル人材サービス
日本で、世界で、グローバルに活躍できる人材を。
海外の建設プロジェクトだけではなく、国内の現場でも増加傾向にあるグローバル人材のニーズ。当社では、グループ企

業の海外拠点に加え、アジア地域の主要都市で人材サービスを展開する提携パートナーとも緊密なネットワークを構築し、

グローバル人材サービスにも対応しています。（2020 年 6月末時点で 92名が在籍しています）

お客様の求めるスキルを備えた人材をアジア全域にまたがる人材プールから選抜し、各国の法令や規制、慣習などをふま

えた適法・適切な形態でご提案します。
※人材派遣、人材紹介の各サービスに対応しています。（各国の法律などにより提供が困難な場合があります。各国の情報につきま
しては営業担当までお気軽にご相談ください）

フィリピン
31.5％

中国
29.3％

韓国
8.7％

ベトナム
5.4％

台湾
4.3％

ミャンマー
3.3％

その他
17.5％

建築
68.5％

土木
8.7％

設備
9.8％

電気
6.5％

事務
1.1％

プラント
5.4％

（2020 年 6月末時点）

安心してサービスをご利用いただくために。
恒久的なコンプライアンス体制の確立を経営の重要課題とし、

その適正な運営の強化と維持に取り組んでいます。

職務分野 技術分野 国 籍

技術者

派遣先企業

労働者派遣契約

雇用契約

スキルの提供

業務の指示

施工管理
56.4％

施工図
2.2％

積算・事務
2.2％

設計
35.9％

CADオペレータ
3.3％
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人材紹介

採用したい企業と働きたい技術者をマッチング
初期費用 0円、完全成功報酬型で採用業務をサポート
経験豊かな技術者の中から、ニーズにマッチする候補者を選出してご紹介します。長年の一般派遣事業で培った
ノウハウを活用し、建設業界・不動産業界に精通したコンサルタントが全面的にサポートします。

業務負担を軽減

求人票の作成や候補者の絞込

み・連絡・交渉などの採用に関

連した業務負担を軽減すること

ができます。

フォロー体制

紹介予定派遣の場合、派遣期間

中は専任の担当者が採用候補者

をフォローアップし正式採用へ

と導きます。

豊富な人材

豊富で多彩な人材の中から貴

社に最適な人材をご紹介しま

す。施工管理・設計・施工図・

CM・BM・FM等、業種・職種

を問わずご紹介可能です。

初期費用 0円

お申込み後、採用成立まで費用

はかかりません。求人費用など

の採用コスト削減につながりま

す。※紹介予定派遣の場合は派

遣料金が発生します。

専門コンサルタント

建設業界、不動産業界に精通し

たコンサルタントが、貴社と候

補者の仲介を行い、採用時のミ

スマッチを防ぎます。

安心の返金システム

ご紹介した人材が貴社入社後す

ぐに退職をしてしまった場合、

契約時の規定に従って紹介料の

一部を返金いたします。
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紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、直接雇用を前提として一定期間（最長６ヵ月間）派遣を行い、派遣期間終了後にお互いの意思を確認

して雇用契約を結ぶシステムのことです。派遣期間中に技術スキルやヒューマンスキル、適性を確認することができるの

で採用におけるミスマッチを未然に防ぎ、定着率を高めることが可能です。

有料職業紹介
職種を問わず最適な求職者をマッチングし、採用活動をサポートします。完全成功報酬型で採用成立まで経費がかからな

いので、求人広告費などの採用経費削減につながります。また、求人票作成や候補者の絞込み・連絡・交渉などの業務を

代行しますので、人事担当者の業務負担を軽減することができます。

技術者

派遣先企業

直接雇用

技術者

派遣先企業

労働者派遣契約

雇用契約

スキルの提供

業務の指示

派遣期間終了後、
派遣先企業と技術者の
双方が合意

技術者（求職者） 企業

雇用契約

求人申込求職申込

紹介・斡旋
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設計事務所

企画、調査、建築設計、建築施工図、設備設計、設備施工図まで
幅広く対応が可能な一級建築士事務所
42 名の技術者がプロジェクトに合わせてチームを編成。多岐にわたるニーズに素早く対応できる体制を整えています。

BIMについても、Revitを使用した BIM基本設計、実施設計、施工図や Rebro、CADWe'll Tfasを使用した BIM設備設計、

施工図作成等のサービスを提供しています。

建築
企画調査　意匠設計　構造設計　CM業務

施工図作成

使用 CAD：Jw_cad、AutoCAD、Revit

BIM
建築設計 BIMモデル作成　設備設計 BIMモデル作成　

施工 BIMモデル作成

使用 CAD： Revit、Rebro、CADWe'll Tfas

設備
機械・電気設計　空調・給排水・電気施工図

使用 CAD：CADWe'll Tfas 、Rebro、AutoCAD

ファシリティマネジメント
建物調査　既存図 CAD化　既設構造物 BIM化

リニューアル計画設計（建築・機械・電気）

マネージャー紹介
設計マネージャー
（一級建築士）

分譲マンションを中心に企画・設計・現場監理に携わる。

設計マネージャー
（一級建築士）

官公庁を中心に設計に携わる、自身でも設計事務所を経営し設計業務一式を担当。

施工図マネージャー
（一級建築施工管理技士）

大手建設会社に 40年以上勤務、作業所長、工事長を歴任した建築施工管理の大ベテラン。

設備マネージャー
（建築設備士）

私鉄系電気工事会社にて勤務後、自営で設備設計・施工図に携わる。当社からゼネコン設
備担当として勤務経験もあり。

BIMマネージャー 設計事務所で BIMマネージャーとして勤務、Revitを使用した国内外のプロジェクトに 6
年携わる。

一級　東京都知事登録　第 63774 号
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案件名 業務内容 使用 CAD 発注者

建
築
運動施設改修工事 実施設計 Jw_cad 官公庁

研究棟改修工事 設計 Jw_cad 独立行政法人

研究棟及び倉庫棟新築工事 実施設計 Jw_cad ゼネコン

マンション新築工事 申請、実施設計 Jw_cad デベロッパー

マンション新築工事 申請、実施設計 Jw_cad デベロッパー

マンション新築工事 実施設計 Jw_cad デベロッパー

マンション新築工事 施工図 Jw_cad ゼネコン

個人住宅新築工事 施工図 Jw_cad ゼネコン

物流施設新築工事 建築施工図 Jw_cad ゼネコン

物流施設及び営業所新築工事 建築施工図 Jw_cad ゼネコン

高等学校トイレ改修工事実施設計 既存図 CAD化 Jw_cad、AutoCAD 官公庁

機械設備改修に伴う建築設計 既存図 CAD化 Jw_cad、AutoCAD 官公庁

小学校トイレ改修工事実施設計 既存図 CAD化 Jw_cad、AutoCAD 官公庁

福祉施設新築工事 既存図 CAD化 Jw_cad ゼネコン

事務所ビル新築工事 実施設計（BIM） Revit デベロッパー

物流施設新築工事 実施設計（BIM） Revit デベロッパー

工場新築工事 施工 BIM Revit、AutoCAD ゼネコン

事務所ビル新築工事 実施設計（BIM） Revit デベロッパー

劇場改修工事 干渉確認・実施設計（BIM） Revit ゼネコン

物流施設新築工事 基本設計・実施設計（BIM） Revit ゼネコン・設計事務所

設
備
物流施設新築工事 設計 CADWe'll Tfas 建築設備会社

福祉施設新築工事 実施設計 AutoCAD 設計事務所

百貨店改修工事 施工図 CADWe'll Tfas ゼネコン

商業施設 排煙ダクト計算書作成 CADWe'll Tfas 建築設備会社

物流施設新築工事 設計 CADWe'll Tfas 建築設備会社

医療施設新築工事 施工図 CADWe'll Tfas 建築設備会社

商業施設 インサート作成 CADWe'll Tfas 建築設備会社

庁舎新築工事 施工 BIM Rebro 建築設備会社

運動施設新築工事 衛生・消火図 BIM計画 CADWe'll Tfas 建築設備会社

事務所ビル新築工事 実施設計（BIM） CADWe'll Tfas デベロッパー

物流施設新築工事 施工 BIM Rebro 建築設備会社

事務所ビル新築工事 実施設計（BIM） CADWe'll Tfas デベロッパー

サービス実績（2019 年 7月～ 2020 年 6月期実績の一部です）
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I C T 事業

3次元計測、空撮、点検などドローンを活用した ICT事業で
現場の安全性と生産性を向上
ドローンを利用した 3次元計測、空撮、点検等をおこなっています。経験豊富なパイロットと現場知識を有した技術者

がチームで対応し、安全で的確なサービスを提供します。

3 次元計測・空撮
ドローン、地上型レーザーを用い、3次元計測を実施。施工前後の現況把握、作業進捗の中間経過を確認することができ

ます。また、取得したデータから点群データを作成し、3次元形状を把握することで施工計画の作成や土量体積の計算、

検査書類の簡略化、データプラットフォーム（CIM等）や ICT建機との情報連携が可能です。

データ解析

施工土量体積

撮影

写真

動画

画像解析

点群データ

オルソ画像

DSM、TIN

データ連携

CIMモデル

写真・動画
施工の進捗確認の定点写真や竣工後の写真、動画撮影ができます。鳥瞰図としてご提供が可能です。

オルソ画像
真上から撮影したように位置を正しく補正した画像。ドローンで撮影した画像を加工することで地物
が正しく地図等に重なる１枚の大きな画像に変換されます。

DSM
(数値表層モデル )

地表面の高さデータ（Digital Surface Model）であり、地盤の高さ（標高）だけでなく樹木や建物等の
高さ情報も含まれています。

TIN
（不規則三角網）

地表面の凹凸を表すために点群データの各点を結んだ三角形のデータで、格子状に高さデータが並ん
でいる DSMと比較し、より細かい地形表現が可能です。

CIMモデル
3次元の建設モデルへ管理情報などの属性データを追加、CIMソフトウェア上で各データを重ね合わ
せ、すべての情報を一元化することができます。

測量業者登録　国土交通大臣登録 一般 第 (1)-36042 号
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サービス実績（2019 年 7月～ 2020 年 6月期実績の一部です）

建物：屋根・壁面の劣化状況の点検
屋外や屋内点検用ドローンを使用して建物の高所や屋内閉

所（屋根裏、床下等）を撮影。屋根や壁面のひび、構造物

の異常の有無を点検し、補修が必要な箇所を確認します。

点検
屋外や屋内点検用ドローンを使用した空撮を実施し、目視や AIによる「画像分析」・「画像診断」をおこないます。

足場や特殊機材などを使わずに建物（屋根・外壁・屋内）やプラント、設備の点検を実施するため、安全性の向上及びコ

スト削減につながります。

点検事例

現場 業務内容 用途 地域 発注元

3
次
元
計
測
・
空
撮

河川工事 点群データ作成 レーザーにて計測したデータとの比較を行うため、
出来形管理用データ取得

北海道 ゼネコン

工場内土量算出 点群データ作成
土量算出

工場内の不要残土を処理するために土量を算出 大阪府 製造工場

河川工事 点群データ作成 起工測量の点群データ使用 宮城県 測量会社

高 速 道 路 イ ン
ターチェンジ

点群データ作成 CIM導入に向けた点群データ作成 神奈川県 ゼネコン

災害復旧工事 オルソ画像
点群データ

災害復旧工事の起工測量の点群データ作成 神奈川県 測量会社

河川工事 点群データ作成 出来形管理用の点群データ作成 宮城県 測量会社

河川工事 点群データ作成 出来形管理用の点群データ作成 北海道 測量会社

道路新設工事 点群データ作成 起工測量の点群データ使用 山梨県 測量会社

点
検
破損状況調査 マンション屋根空撮 屋根瓦の欠損調査を実施し、改修工事の検討材料 大阪府 ゼネコン

下水管点検 下水管動画撮影 薬液の状況記録、確認用動画 東京都 ゼネコン

プラント炉点検 炉動画撮影 試験導入（撮影動画、写真を納品） 千葉県 プラント会社

橋床版・橋脚調査 定点撮影 補修工事前に橋裏コンクリートのクラック状況を
確認

宮城県 ゼネコン

炉内部の異常 高所配管の錆、腐食

プラント：ボイラー・高所配管の点検
屋外や屋内点検用ドローンを使用してプラントの炉内部

や高所を撮影。壁面のひび、配管の錆・腐食の有無など

劣化状況を点検し、補修が必要な箇所を確認します。

インフラ：地下配管、橋梁の点検
屋外や屋内点検用ドローンを使用してマンホールから配管

内部を撮影。漏水、壁面のひび、配管の錆・腐食の有無を

点検します。また、橋梁の劣化状況の確認も可能です。

構造物の劣化、ひび配管の錆、腐食

壁面の傷、ひび屋根の損傷、浮き
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知識研修と実習を組合わせた実践的な研修で
若手技術者のスキルアップを支援
元施工管理職のベテラン講師陣による若手社員（新卒社員、実務未経験者）を対象とした施工管理者養成コースや、認定

インストラクターによる特別教育を実施しています。

実習重視の研修内容（施工管理者養成コース）
テキストを用いた知識研修はもちろんですが、安全朝礼、製図、測量、写真管理、鉄筋型枠組立、CAD操作など、実習

を多く取り入れた内容で実践的な研修を実施しています。また安全意識向上のため、VRを利用した安全疑似体験トレー

ニング（建設現場の仮設足場高層階からの墜落体験、外部仮設足場の危険体験）を実施しています。

「自社で研修体制を整えるのが難しい」「実践的な研修を受けさせたい」といったニーズに合わせて若手技術者のスキルアッ

プを支援します。

研修施設
■東京技術センター

東京都八王子市明神町 3-20-6　八王子ファーストスクエア 4F・6F

■大阪技術センター

大阪府吹田市江坂町 1-23-28　江坂南口ビル 6F

製図実習 測量実習 実習室　仮設足場

研修事業
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施工管理者養成コース
若手社員を対象とした施工管理者養成研修を実施しています。

内容 期間

建設現場施工管理者養成コース
（対象者：新卒社員、実務未経験者）

建築工事概要、構造体の種類、コンクリートの基本的知識、
鉄筋型枠組立実習、施工管理の心得、建築製図、測量、写真
管理、安全管理実習、土木工事知識、空調衛生設備、電気設備、
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育、低圧電気取扱業務
特別教育、CAD操作研修（AutoCAD、Rebro）、修了試験

26日間

建築施工管理者養成コース
（対象者：実務経験 1～ 3年程度）

建築工事、改修工事、解体工事、安全書類、工事写真の撮り方、
積算、工程表、設計図、施工図作成、修了試験

5日間

土木施工管理者養成コース
（対象者：実務経験 1～ 3年程度）

基礎知識、測量、共通工事、個別工事、施工管理、修了試験 5日間

空調衛生設備施工管理者養成コース
（対象者：実務経験 1～ 3年程度）

給排水設備、空気調和設備、図面の読み方、品質、工程、安
全管理、修了試験

5日間

電気設備施工管理者養成コース
（対象者：実務経験 1～ 3年程度）

電気設備、電気理論、ネットワーク、テスター、専用工具、
電気材料、工事計画、フローチャート、専用機器、事故事例、
電気機器の運転手順、修了試験

5日間

建築工事基礎知識習得コース
（対象者：建築営業職・事務職など）

建築工事、改修工事、解体工事、安全書類、工事写真の撮り方、
積算、工程表、設計図、施工図

3日間

※一部の講座は厚生労働省人材開発支援助成金（特定訓練コース：若年人材育成訓練、または一般訓練）の対象となります。

特別教育
認定インストラクター資格（または講師資格）を持つ講師による特別教育を実施しています。

内容 期間

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 【学科】作業に関する知識、墜落制止用器具に関する知識、
労働災害の防止に関する知識、関係法令
【実技】墜落制止用器具の使用方法等

1日間
（6時間）

低圧電気取扱業務特別教育 【学科】低圧の電気に関する基礎知識、低圧の電気設備に関
する基礎知識、低圧用の安全作業用具に関する基礎知識、低
圧の活線作業及び活線近接作業の方法、関係法令
【実技】低圧の活線作業及び活線近接作業の方法

2日間

職長・安全衛生責任者教育 1.職長・安全衛生責任者の役割
2.作業員に対する指導及び教育の方法
3.危険性または有害性の調査等と低減措置等
4.職長・安全衛生責任者が行う安全施工サイクル
5.関心の保持と創意工夫を引き出す方法
6.異常時、災害時発生時における措置

2日間
（14時間）

※一部の講座は厚生労働省人材開発支援助成金（特定訓練コース：若年人材育成訓練、または一般訓練）の対象となります。
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会社概要

社 名 株式会社テクノプロ・コンストラクション（TechnoPro Construction, Inc.）

本 社 所 在 地 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 35F

代 表 者 代表取締役社長　関和　達也

設 立 2008 年 11 月 13 日　（創業　1960 年）

資 本 金 1億 1,000 万円

従 業 員 数 2,976 名（2020 年 6月末時点）

売 上 高 190 億円（2020 年 6月期）

派 遣 番 号 派 13-304191

有 料 職 業 紹 介 13-ユ -303846

建 築 士 事 務 所 登 録 一級　東京都知事登録　第 63774 号

測 量 業 者 登 録 番 号 国土交通大臣登録　一般　第（1）-36042 号

主要取引先
【建築・土木】

株式会社大林組　清水建設株式会社　大成建設株式会社　鹿島建設株式会社　株式会社竹中工務店

大和ハウス工業株式会社　株式会社長谷工コーポレーション　五洋建設株式会社　戸田建設株式会社

株式会社フジタ　株式会社安藤・間　前田建設工業株式会社　三井住友建設株式会社　西松建設株式会社

株式会社熊谷組　東急建設株式会社　株式会社鴻池組　株式会社奥村組　鉄建建設株式会社　株式会社 NIPPO

若築建設株式会社　岩田地崎建設株式会社　株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北

【設備・電気】

株式会社きんでん　株式会社関電工　株式会社九電工　株式会社ユアテック　株式会社トーエネック

株式会社西原衛生工業所　高砂熱学工業株式会社　レンドリース・ジャパン株式会社

株式会社協和エクシオ　新菱冷熱工業株式会社　三機工業株式会社　株式会社中電工　ダイダン株式会社

株式会社大氣社　住友電設株式会社　東光電気工事株式会社　新日本空調株式会社

【プラント・不動産・その他】

日鉄テックスエンジ株式会社　日鉄エンジニアリング株式会社　JEEグループ　株式会社タクマ　住友不動産株式会社

三井不動産ビルマネジメント株式会社　野村不動産パートナーズ株式会社　株式会社三菱地所設計　日本工営株式会社

株式会社 NTTファシリティーズ　国立研究開発法人理化学研究所　合同会社ユー・エス・ジェイ　日産自動車株式会社

AGC株式会社　YKK AP株式会社　日清食品ホールディングス株式会社

（順不同）
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北海道支店
〒060-0002　札幌市中央区北2条西2-1-5
リージェントビル9F
Tel：011-207-1351　Fax：011-207-1353

北陸支店
〒920-0031
石川県金沢市広岡1-1-18　伊藤忠金沢ビル5F
Tel：076-221-6201　Fax：076-221-6203

中四国支店
〒732-0827
広島市南区稲荷町5-18　三共稲荷町ビル5F
Tel：082-568-1631　Fax：082-263-7010

九州支店
〒812-0016　福岡市博多区博多駅南1-10-4
第二博多偕成ビル5F
Tel：092-418-7420　Fax：092-418-7421

東北支店
〒980-0013　仙台市青葉区花京院1-1-20
花京院スクエア1F
Tel：022-224-3281　Fax：022-224-3283

新宿支店 /ICT 事業
〒160-0023　新宿区西新宿1-8-1
新宿ビルディング4F
Tel：03-5909-2101　Fax：03-5909-2102
一級建築士事務所
〒160-0023　新宿区西新宿1-8-1
新宿ビルディング4F
Tel：03-6388-0433　Fax：03-5909-2102
中央支店
〒103-0025　中央区日本橋茅場町1-6-17
トラッドビル6F
Tel：03-6778-8182　Fax：03-6778-8183
品川支店
〒108-0074　港区高輪3-25-33
長田ビル8F
Tel：03-6859-0356　Fax：03-6859-0357
横浜支店
〒220-0012　横浜市西区みなとみらい3-6-3
MMパークビル7F
Tel：045-228-2768　Fax：045-228-2769
北関東支店
〒330-0853　さいたま市大宮区錦町682-2
大宮情報文化センター7F
Tel：048-658-8236　Fax：048-643-2713
東関東支店
〒 260-0028　千葉市中央区新町18ｰ14
千葉新町ビル4F
Tel：043-382-3501　Fax：043-382-3503
東京技術センター
〒192-0046　八王子市明神町3-20-6
八王子ファーストスクエア6F
Tel：042-646-8990　Fax：042-646-8991

大阪第一支店
大阪第二支店
〒530-0015　大阪市北区中崎西2-4-12
梅田センタービル1F
Tel：06-7663-4381　Fax：06-7663-4384
神戸サテライト
〒651-0087　神戸市中央区御幸通6-1-20
ジイテックス アセント ビル3F
Tel：078-222-3611　Fax：078-222-3612
京都サテライト
〒600-8146　京都市下京区七条通東洞院東入ル材木町499-2
第1キョートビル3F
Tel：075-365-1701　Fax：075-365-1702
大阪技術センター
〒564-0063 
吹田市江坂町1-23ｰ28　 江坂南口ビル6F
Tel：06-7713-2033　Fax：06-7713-2034

名古屋支店
〒460-0008
名古屋市中区栄3-11-31　グラスシティ栄7F
Tel：052-259-3217　Fax：052-259-3237

静岡支店
〒422-8067
静岡市駿河区南町14-1　水の森ビル7F
Tel：054-203-2350　Fax：054-203-2351

営業拠点



technopro-construction.com


