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ご挨拶
弊社は、設立 昭和53年9月28日に設立し、埼玉県を中心に土木・
建築・測量にかかわる製品を幅広く取り扱っています。
測量機器、土木資材、工事用品、試験器、ＯＡ機器、システム機器、
ソフトウエア、レンタル商品など充実した品揃えと、
アフターメンテナンスまで、幅広いニーズにお応えできるよう積極
的に新技術に挑戦し、総合土木・建築サービス業を目指しています。
ただ販売するだけの会社ではありません。
いかに顧客満足度を高め、信頼されることが重要かをテーマとして
考えている会社です。
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情報
・
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貢献活動



経営理念

社是

「知」・・・知力を充実させて思考力、創造力をつける。
「技」・・・体を使って技を鍛え、磨く。
「心」・・・豊かな心と強い精神力を持った調和のとれた人間形成。

社是を基本に『過去より現在、現在より未来』に向かって努力し、
常に高い理想を掲げ、自己を磨き、企業活動を通じて会社に貢献する。

知 技 心



春日部支店
埼玉県春日部市緑町3-1-47
TEL 048-738-7311
FAX 048-738-7300

行田支店 川越営業所
埼玉県行田市真名板2031
TEL 048-559-3000
FAX 048-559-3264

埼玉県川越市笠幡字向原2248
TEL 049-233-5111
FAX 049-233-5115

株式会社新和測機
弊社は、ただ販売するだけの会社ではありません。
いかに顧客満足度を高め、信頼されることが重要かを
テーマとして考えている会社です。

商 号
役 員 構 成

本社所在地
T E L
設 立
資 本 金
取 引 銀 行

株式会社新和測機
代表取締役 福地一路
取締役執行役員 今福康憲
取締役執行役員 関根孝一
取締役 福地章彦
埼玉県春日部市緑町3-1-47
048-737-7070(代)
昭和53年9月28日
50,000,000円
埼玉りそな銀行 行田支店、 足利銀行 春日部支店
武蔵野銀行 春日部支店、みずほ銀行 越谷支店

会社概要

事業所

レンタル部

関連会社
商 号

本社所在地
T E L
設 立
取 引 銀 行

営 業 種 目

DECOSIGN東美 株式会社
代表取締役 福地一路
埼玉県春日部市大畑108
048-735-0987
平成20年10月8日
三菱東京UFJ銀行 春日部支店・みずほ銀行 春日部支店
武蔵野銀行 春日部支店
サイン、ディスプレイ、屋外広告、デザイン、舞台装飾、
塗装工事、展示会設営、イルミネーション



各種認定書

取扱商品
トータルステーション・自動レベルほか
複合機・プリンタ・大判プロッタ・監視カメラほか
気象機器・ガス検査機器
ＣＡＤプロッタ・ネットワーク構築
公共土木積算・評点プラス・土木施工管理・出来形管理
土木ＣＡＤ・測量建築ＣＡＤシステム・水道申請業務ＣＡＤ・
工事原価管理・奉行シリーズ（給与・工事原価・会計）
オリジナルプログラム作成
オレンジネット・土木シート類・各種フェンスほか
ヘルメット・コーン・ヘルメットほか
工事件名版（自社作成）・安全看板・完成予想図ほか
スチール家具・文具・システム商品ほか

■測量機器
■ＯＡ機器
■土木試験機
■パソコン
■ソフト

■土木建築資材
■工事保安用品
■各種看板
■オフィス什器

埼玉県経営革新計画承認書ISO9001
品質マネジメントシステム認証証

詳しくはP.12～をご覧ください

測量業許可

登録第（1）－35876号



測量機器課

技術部
測量機械・ＯＡ機器・コンピュータ・各種ソフトなど、
常に最高の状態でご使用できる確かな技術と品質システム及び
環境システムの融合、これが安心サービスの基本です。

安心と信頼をお届けします。

現在の測量機械は、電子部品の集合体とコンピュータとの組合せにより
成り立っております。
修理及び校正を行う場合は、それに対応する最新設備機器が必要です。
当社測量機器課は、常に最新設備を設置、JSIMA検査員認定者2名体制で
修理を行っています。

日本測量機器工業会賛助会員
検定事業者認定番号（J1304010）

検査員認定番号（2名）
J2304015・J2304022



OA機器課
キヤノン・京セラミタ認定修理店です。
コピー・FAX・プリンタの修理及び保守、システムの構築・社内ネットワーク構築
これからのオフィス環境は、
社内ネットワーク上でコピー・FAX・プリンタ・プロッタを共有することが、
経費削減とともに業務の効率化するシステムです。

Canon Network Skill-4
認定証

ｷｬﾉﾝ最高ﾗﾝｸ技術資格者2名

2016ブロンズ優勝
2017ﾌﾞﾛﾝｽﾞ3ｺｰｽ準優勝／2021シルバー優勝

Canon Network Skill-2
認定証

営業部門（個人）
2018/2020/2021
埼玉県 １位獲得



i-Construction推進事業部

空撮イメージ

使用3Dスキャナ/ドローン機種

2016年6月より弊社ではドローンのオペ付現場レンタルを始めました。
多種多様な状況でいろんなお客様にご利用いただいております。
施工前、施工中、施工後完了検査前等の上空からの写真、動画を
ご提供いたします。（創意工夫に最適です）

連続写真・3次元ﾃﾞｰﾀ用（ﾌﾟﾛ仕様）

『ドローン/3Dスキャナ』

3次元点群処理/活用

◆ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ GPS
G3100-R2◆

無人航空機操縦技能/安全運航管理者
証明書（JUADA)

◆ﾍﾟﾝﾀｯｸｽ
3Dｽｷｬﾅ

S-3180V◆



三次元現場実績

K様 つくば市圏央道現場写真
圏央道工事現場をドローンの自動撮影約４０ｍ上空から
ラップ率（９０％）で写真を重ねながら連続撮影。
点郡化ソフト（PhotoScan）を使用して３次元化。
３次元測量データ（現状地形）と設計図面との差分から、
施工量（切り土、盛り土量）を自動算出。

【ドローンによる連続撮影】



企画

企画事例
■CPDS(継続学習制度)

ＣＰＤＳ（継続学習制度）セミナーや得意先新入社員研修、中堅社員研修など
お客様のニーズに合った企画を行っております。
工事部・人事部などのご担当者様との打ち合わせにより、
ご希望に副える内容の企画をご提案いたします。

■新入社員研修

ドローンセミナーや３次元データの活用法
など、各種CPDS講習を企画・実施しております。
弊社ホームページで開催予告・開催結果を掲載
しておりますので、是非一度、
ご覧になってみてください。

取引先様に新たに入社された社員
の方、２年目を迎えられた方向けに
EXCEL・WORDを始め、お客様の
ニーズに合わせた各種ソフトの
説明・使用方法、工事現場に必要な
商品と危機管理など、研修を企画・
開催しております。



社員紹介

■伊藤社員

■池田社員
レンタル部所属 主任の池田和也です。（ヤードで保護した猫・・・ヤードで飼っています。）
私は、皆様の現場にてご使用いただいておりますハウスを準備し現場に設置をする
仕事をしております。夏は暑さでへろへろになりながら、また冬は手のかじかむ中、
外で作業をしております。そんな状況の中で作業をしておりますと、建設業に従事
されている方々の日頃の大変さを営業とは違う視点で拝見する事ができます。

私は数年前まで、営業の職についておりました。
営業の大変さ、レンタル部の大変さを両方経験
しているのは、私の強みだと今になって感じて
います。弊社に入社し、ユニックの免許や玉掛け、
フォークリフトの資格も取らせていただきました。
弊社は資格を取得した人材を育て、皆様のところへ
安心してハウスの設置を行えるそんな企業です。
現場にてお目にかかる事がございましたら、
営業もできるレンタル部主任 池田和也まで
お気軽にお声掛けください。

技術部OA機器課 副部長の伊藤圭彦です。
㈱新和測機へ入社し今年で15年目になります。
現在私は、OA機器の保守・販売を行っています。
おもに複合機やパソコンの保守・販売です。
学生時代に情報通信などの勉強をしていたため
その知識を生かせる仕事をしたいと思い弊社へ
入社しました。

現在では、責任のある仕事も任されるようになり、
大変な事もありますが毎月目標を達成したときには
喜びを感じます。
弊社は自分の意見も言える会社です。
間違ってる時には上司から指摘を受けることもありますが
言いたいことを言える会社です。
私は今後、よりいっそう会社の戦力となれるよう勤めたいと思います。



取扱商品
弊社の取扱商品の一部をご紹介いたします。
こちらに紹介した商品以外にも、お客様のご要望にお応えするべく
全力で対応させていただきます。

測量機器

OA機器

■トータルステーション
■TS出来形データコレクター
■オートフォーカス自動レベル
■自動レベル
■電子セオドライト
■下水管レーザー機
■3Dスキャナー
■杭ナビ
■防塵・防水墨出器 など

■カラー・モノクロ複合機
■幅広複合機
■プリンタ
■プロッタ
■監視カメラ
■社内ネットワーク構築

※レンタル品もございます

※レンタル品もございます



土木試験機

パソコン

ソフト

■コーンペネトロメータ
■JIS型現場密度試験機
■有害ガス検知器
■JIS突き硬め試験装置
■R・Ⅰ式水分密度計
■振動計・騒音計

取扱メーカー
DELL・NEC・富士通・東芝・HPLenovo、マウスコンピュータなど
用途に合わせて、ご提案できます。
「NAS」はネットワークに接続して使えるHDD(ハードディスク)。
ファイルの共有に便利な他、RAID対応製品ならデータ保護も安心。
ネットワーク対応HDDならラインアップ豊富なバッファロー。

■土木工事積算システム 『Gaia Cloud』『Gaia10』
■土木積算システム 『ATLUS REAL Evo』
■土木施工管理システム 『武蔵』
■メビウスＸ 公共土木積算システム
■土木積算システム『ゴールデンリバー』
■給排水申請（上下水道申請）水道申請CAD
■3D点群処理システム TREND-POINT
■給与奉行クラウド、勘定奉行11
■オリジナルプログラム作成

※レンタル品もございます



工事保安用品

各種看板

■国・県市町村看板
■工事件名版
■予告板
■イメージアップ看板
■迂回路看板
■施工体系図
■安全掲示板

※お客様のご要望により無地から作成します

※レンタル品もございます

■カラーコーン
■コーンウエイト
■ガードフェンス
■矢印板
■回転灯
■投光機
■ヘルメット
■工事用黒板
■単管バリケード



土木建築資材

レンタル

■土木用短繊維不織布
■防砂・防炎シート
■パネルゲート
■オレンジネット
■養生ネット
■多目的コンテナ
■土木安定シート

■イメージハウス（3坪・4坪・5.3坪）
（単棟・2階建て等自由なレイアウトが可能です）

■倉庫シャッター付（1坪）
■トイレ（簡易水洗トイレ・本水洗トイレ）

■OA機器
■測量機
■試験機器
■オフィス什器



壁面看板

看板・サイン・ディスプレイ

電飾文字看板

企画・デザインから対応してきた
実績が多数ございますので、
当社のアイディアで最適な
ご提案が可能です。
お打ち合わせを重ねながら、
お客様が満足されるものに
決めていきましょう。

←昼間 夜間→



屋外看板各種

シート貼り

デザインだけでなく、
“どこに、どのような看板を作ったら良いか”
といった戦略的な面もご相談下さい。

看板・サイン以外のご相談も
お引き受けいたします。

ディスプレイやカッティング
シート、POP、横断幕など、
店舗やオフィスの内装・
装飾もお引き受けして
おります。
お気軽にご相談下さい。



株式会社新和測機
〒344-0063 埼玉県春日部市緑町3-1-47

048-737-7070TEL http://www.shinwa-sokki.co.jpURL

 ICT推進コンソーシアム会員
 埼玉県ＳＤＧｓパートナー登録
 春日部市ＳＤＧｓパートナー登録
 埼玉県ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム入会
 国土交通省 関東地方整備局ＩＣＴアドバイザー

 加入団体
・（一社）日本測量機器工業会 賛助会員
・（一社）埼玉県建設業協会 賛助会員
・（一社）埼玉県測量設計業協会 賛助会員
・（一社）埼玉県造園業業協会 賛助会員
・春日部商工会議所

2022.10.01.001
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