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挑戦し続ける
技術者集団
現場にいる職⼈だからこそ、できないと⾔いたくない。
新たな挑戦を。成⻑し続けるために。



Strengths
横⼭⼯務店の強み

弊社では、⾼い技術と丁寧な仕事を徹底しております。お客様のことを第⼀に考え、お客様はもちろん、
⾃分でも納得のいく仕事をすることを常に⼼掛けております。この仕事に誇りを持つ職⼈だからこそ、良
い仕事をしたという実感を⼤切にしたいと思っております。

丁寧な仕事01

「できない」と⾔わないことをモットーとしております。「こんなこと相談してもいいのかな」と思わ
ずにまず⼀度ご相談ください。⼀緒に解決策を⾒つけていきましょう。

ことわらない02

我々は数々の現場に育てられた職⼈集団です。⾔葉巧みな会話でお客様に喜んでいただく営業技量は持
ち合わせておりません。成果でもってお客様に喜んで頂きたい、そう強く思っております。

プロ意識03



社名 株式会社横⼭⼯務店

代表者 横⼭ 義和

設⽴ 平成26年5⽉12⽇（2014年）

資本⾦ 100万円

所在地 岐⾩県岐⾩市芥⾒南⼭⼆丁⽬3番25号

Company

2000年 屋号 横⼭⼯務店とし、エクステリア事業を開始

2014年 株式会社横⼭⼯務店として組織変更

2020年 ドローン事業を開始

会社紹介



経営理念
Corporate philosophy

建設業界に誇りを持ち、
全従業員とその家族の幸福を追求し、

社会貢献します。

⽇本では建設業界は最も⼤きな産業の⼀つです。この業界に誇りを持ち、
『社会に認められる会社でありたい』そんな想いを胸に、⽇々仕事に取り組みます。

そして、従業員ひとりひとりが幸せになってほしい。
皆が社会に認められる⼈間となり、そのご家族も幸せでいられる、
胸を張って横⼭⼯務店の社員で良かったと、従業員もそのご家族も感じて頂きたい。
そんな会社でありたいと切に願っております。



アルミフェンス / カーポート / サンルーム / 
ガレージ/ 物置

エクステリア⼯事03

Services
事業内容

PR動画 / 点検作業 / 現地確認動画 / 
各種空撮

ドローン事業04

⾨扉 / ⼟間 / ⽞関アプローチ / 駐⾞場 / 
植栽

外構⼯事02宅地造成⼯事 / 道路⼯事 /⾬⽔対策⼯事 /
⽵林や⼭林の伐採 /解体⼯事 / 建築⼯事

⼟⽊⼯事01



Civil engineering
⼟⽊⼯事

⾼浜市 造成⼯事

Services | ⼟⽊⼯事

開発⼯事⼀式、擁壁⼯事、地盤改良⼯事やボックスカルバート
施⼯等、⼟⽊⼯事の前段階の⼯事もご対応致します。



Services / ⼟⽊⼯事

POINT
⼟⽊⼯事のポイント

⼟⽊⼯事では現況を把握すること
が重要。
隣地所有者様との紛争がおきない
よう、境界杭の位置を事前に確認
し、施⼯中も測量機械で確認し、
細⼼の注意を払いながら⼯事を進
めます。

現地測量01
危険が伴う⼯事の場合に、作業員
の安全を最⼤限確保することは当
然ですが、近隣住⺠の⽅々への配
慮も徹底しております。なお、⼯
事中現場でもお客様を始め、皆様
にご覧いただけるような現場管理
を徹底しております。

安全対策02



Outdoor ｆacility
外構⼯事

岐⾩市 外構⼯事

Services | 外構⼯事

外構⼯事全般を承っております。デザイン性を重視した外構⼯
事も⾏っております。



Services / 外構⼯事

POINT
外構のポイント

打ち合わせ時にお客様の理想像と
施⼯プランとのギャップを最⼩限
にするために弊社では、図⾯の他
にも3Dパースを使⽤して打ち合わ
せを⾏います。お客様が完成図を
イメージしやすいように努めてお
ります。

打ち合わせ01 デザイン性02
弊社では、デザイン性を重視した
外構⼯事も取り扱っております。
「おしゃれなデザインが良い！」
「どこかで⾒たことあるようなの
は嫌」などお客様のご要望をお聞
かせください。



Exterior
エクステリア⼯事

Services | エクステリア⼯事

ガレージ、物置、カーポートなどエクステリア⼯事全般を承っ
ております。



Services / エクステリア⼯事

POINT
エクステリア⼯事のポイント

隣地様への配慮01
弊社では今までの経験を踏まえ、
お客様のライフスタイルや将来像
まで考慮して施⼯プランの提案を
させて頂きます。
また、お客様にご予算の合わせた
最善の提案、施⼯を常に念頭にお
いております。

プロからのアドバイス02
⽬隠しフェンスや境界ブロックな
どはトラブルの起きやすい⼯事の
⼀つです。弊社では、近隣の住⺠
の⽅への配慮に細⼼の注意を払っ
て施⼯することを徹底しておりま
す。



Drone
ドローン事業

Services | ドローン事業

各種⽤途に合わせた空撮全般を承っております。撮影から編集
まで⼀貫して対応いたします。



Services / ドローン事業

POINT
ドローン事業のポイント

安全管理01 撮影から編集まで02
撮影時には操縦者の他に安全運⾏
管理者も同⾏し、安全な運⾏・撮
影に努めています。
法令順守やプライバシー保護の観
点にも注意して撮影を⾏っており
ます。

弊社では、撮影・編集まで⼀貫し
て承っており、急ぎの案件等でも
柔軟に対応しております。
ご利⽤⽤途に合わせた撮影・編
集・納品をさせて頂きます。



Foundation
住宅基礎⼯事

Services | 住宅基礎⼯事

住宅基礎⼯事を承っております。



Services / 住宅基礎⼯事

POINT
住宅基礎⼯事のポイント

現場管理01
現場を常にキレイに進める為、清
掃や整理整頓に全⼒で勤めていま
す。

正確性02
⽣コンクリートや鉄筋、砕⽯等全
ての材料や施⼯状況を図⾯通りに
完璧に仕上げ、⾒た⽬もキレイに
進めていくことに⾃信があります。

ベタ基礎、布基礎等各⼯事の⼯程全て⾃社で施⼯し、責任を持って⼯事をさせて頂いております。



Services / 住宅基礎⼯事

POINT
プレキャスト⼯法（組み⽴て式）のポイント

天候に左右されない01
⽣コンクリート打ちがない⼯法の
ため、⾬でも施⼯でき天候に左右
されません。

品質の安定性02
⼯場で⼀括製造された製品を現場
で組み⽴てる為、製品にばらつき
がなく品質の安定が図れます。

本⼯法は、従来のような熟練技術を必要とせず、⼯期の短縮に合理的な⼯法エス。作業内容は、⼯場せ製造された
製品をレッカーで設置し、⾼さ、位置を⽔⽷に合わせ調整、再び微調整、最終確認後製品の固定、結合部のシーリング
処理にて完了です。



Real estate
不動産事業

Services | 不動産事業

住宅基礎⼯事を承っております。



Services / 不動産事業

POINT
不動産事業のポイント

安全な取引01
弊社では、不動産取引の中
で 1番重要なものは安全性と
考えております。数千の不
動産取引に携わった経験の
ある担当者が安全な取引が
できるようにサポートいた
します。

デメリットの提⽰02
デメリットを打ち負かすよ
うにメリットを説明するこ
とは簡単です。しかし、弊
社ではマイナス要素はマイ
ナス要素として理解して頂
いた上でご判断頂けるよう
⼼掛けております。

⼈との繋がり03
弊社では、地域の⽅々との
繋がりを重要視しています。
不動産だけではなくリフォ
ーム、相続のご相談まで地
域の皆様をトータルサポー
トできる会社を⽬指します。



Foliage plant
観葉植物販売

Services | 観葉植物販売

弊社の社⻑、横⼭が気に⼊ったものを気ままに仕⼊れています。



Services / ドローン事業

POINT
観葉植物販売のポイント

多彩な取り揃え01 ご希望に合わせた商品
のお取り寄せ02

レアなものから⼀般的なものまで
幅広く取り扱っております。
I n s t a g r a mにて随時⼊荷した商
品のご紹介もしております。また、
I n s t a g r a mからのご注⽂も可能
ですので、ぜひ１度覗いてみてく
ださい。

弊社では、お客様のご希望の形や
⼤きさの植物を探し、ご準備させ
ていただくことも可能です。お気
軽にご相談ください。


