株式会社

私たちの思い

株式会社

使命と責任のすべてを、
「品質」に込める
私たちは、誠実でなければならないと考えます。
なぜなら、私たちがお客様に提供する業務・サービスの価値は、
目には見えない部分に存在するからです。
すなわち、私たちの事業は、
「施工をする」ことではなく、
すべてのお客様と「絶対的な信頼を築くこと」に他なりません。
そして、
「裏切らない、絶対的な信頼」をお客様に届けていくことが、
私たちの使命であり、存在する意義であると考えています。
だからこそ、自らの施工に対する使命と責任のすべてを、
「品質」への信頼性に込めるよりほかならないと肝に銘じています。
私たちは誠実に、しかし果敢に、知恵と技術を総動員して、
施工技術の限界に挑戦したいと考えています。

会社紹介

確実な施工と安全性。
それが、私たちが果たすべき第一の責任です。
私たちは、建設・リニューアル工事業において自らの設計・
施工技術・サービス体制が、社会と人びとに安心をもたら
せるかどうかをつねに考えつづけています。そのために、
材料や現場環境の安全性の確保や、現場作業員と管理
者の課題意識の共有に徹底して取り組んでいます。
私たちはいつでも、それぞれの立場で「品質」を追求し、
実践してきた姿勢は、施工技術やサービスの水準と信頼
の向上に貢献するものと確信しています。

会社概要

沿革

社

株式会社マトバ

1983年

7月 「的場商店」
創業

総職員数19名（営業6名、職工10名、事務3名）

兵庫県尼崎市今福1丁目1番28号109
Tel 06 - 6401-1079 / Fax 06 - 6401-1110

1993年

5月 新社屋竣工

常用人員80名

1995年 3月 尼崎営業所設立

1級建築施工管理技士

1名

2級建築施工管理技士

4名

大 阪 支 店

大阪市淀川区西三国1丁目12番2号
Tel 06 - 6392-2252 / Fax 06 - 6392- 6877

1997年

1級土木施工管理技士

1名

防水監理技術者

1名

アスファルト防水１級技能士

8名

合成ゴムシート防水１級技能士

４名

役

代表取締役 的場 眞司
取締役2名、監査役1名

ウレタン系塗膜防水１級技能士

8名

アクリル系塗膜防水１級技能士

２名

シーリング防水１級技能士

8名

改質アスファルトトーチ工法防水１級技能士 8名

所

名
在

地

員

有 資 格 技 術 者（専属外注工含む）

7月 株式会社マトバ設立

2006年 12月 大阪支店社屋竣工
本社

2008年 8月 資本金を2,000万円に増資

総 職 員 数

19名（営業6名、職工10名、事務3名）

塩化ビニル系シート防水１級技能士 9名

FRP防水１級技能士

資

2,000万円

1級塗装技能士

改質アスファルト防水常温粘着工法マイスター 3名

本

金

建設業許可

国土交通大臣（般- 25）22619号

事 業 内 容

建築工事業、
大工工事業、
左官工事業、
とび・土木工
事業、
石工事業、
屋根工事業、
タイル・れんが・ブロッ
ク工事業、
鋼構造物工事業、
鉄筋工事業、
板金工事業、
ガラス工事業、
塗装工事業、
防水工事業、
内装仕上工
事業、
熱絶縁工事業、
建具工事業

業 務 内 容

防水工事・塗装工事・建築工事、改修工事、
ビル・マンションリニューアル工事

5名

加盟組合・工業会

大阪支店

社団法人全国防水工事業協会会員

東西アスファルト事業協同組合員

関西防水管理事業協同組合員

ダイフレックス防水工事業協同組合

日本リベットルーフ防水工事業協同組合

関西塗膜防水工事業協会会員

トーヨー防水工業会会員

全国イーテック防水工業会

関西サラセーヌ工業会会員

尼崎商工会議所会員

協同組合尼崎工業会会員

6名

事業紹介

コア技術を基盤として成長を続ける
私たちの取り組み
私たちは、1983 年の創業から培ってきた防水工事の技術をさらに発展させ、

工法のご案内

設 計

複雑多様な条件・要求に応えうる高い施工技術と信頼性
施 工

メンテ
ナンス

構造物メンテナンスのパイオニアとして成長を続けています。
信頼の品質、確かな技術で、施工技術の進展に貢献し、成長を続ける私たちの取り組みをご紹介します。

総合防水工事

リニューアル
設計施工

集合住宅・商業施設
リニューアル工事

創業当時から培ってきた高度な技

現状を正確に分析し、省エネや環

工事 中の 騒 音・振 動を抑えた耐

術と豊富な経験を活かして、適材

境に配慮した最 適なリニューアル

震改修工法をはじめ、先進的な外

適 所にあった防 水 設 計と確 実な

計画を構築し、設計、施工、メンテ

装リニューアル工事を提供。

施工で、安全性と耐久性を兼ね備

ナンスまでを一貫したシステムで

蓄積された技術力とノウハウを最

えた建築防水システムを提供。

提供。

大限に発揮し、マンションや団地、

また断熱工法、緑化システム、省力

総合的な環 境づくりのプロフェッ

集合住宅、ビル、商業施設の快適

化工法など環境対応型防水システ

ショナル集団として、お客様と社

性や安 全 性、資産 価 値の 維 持向

ムを積極的に展開し、建物の省エ

会、そして地球環境の保護に貢献

上に貢献します。

ネ化の実現を目指しています。

します。

施工実績

豊かな社会を施工で下支えする
都市の中で癒しの場となる屋上緑化システム、クリーンエネルギーとして太陽光によるソーラー発電などの専門分野に
おいても高い信頼性を誇る施工技術を提供しており、あらゆる環境ニーズにお応えします。

アスファルト防水屋上緑 化システム

太陽光発電システム

上下水道 施設コンクリート防 食工事

環境負荷低減をはじめとする環境対策に屋上緑化
は効果的です。
また、
建築物の保護や省エネルギー
効果など、
人々のくらしを豊かさを提供します。

適材適所の防水材・工法選択によって、軽量な太
陽光発電システムを設置します。
乾式基礎と接続す
ることで、
工期の短縮、
軽量化を実現しました。

ライフラインの確保のために水道施設の耐震強化
が推進されるなかで、防食材の伸びと強度の最適
なバランスが、
コンクリートの劣化を防止します。

私たちは、常に厳しい品質基準を設置・運用することで、信頼性と安全性の高い施工技術を提供しています。
そして、長年蓄積してきた独自の防水施工技術をベースに、
幅広い技術フィールドを確立していくことで、様々なユーザーニーズに対応しています。

アスファルト防水
改修工事

外壁改修工事

・環境対応型アスファルト
防水ノンケトル冷熱併用
工法
・アスファルト防水熱工法
・アスファルト防水冷工法

・外壁ひび割れ・欠損補修
工事
・外壁モルタル浮き・タイル
改修工事
・外壁シーリング改修工事
・外壁塗装工事

シート防水改修工事

プール改修工事

・環境対応型改質アスファ
ルトシート防水
・合成樹脂系シート防水
・合成ゴム系シート防水

・塩ビシート防水工事
・プール専用塗料塗装工事

省エネ改修工事

塗膜防水改修工事

・超 軽 量・薄 型 ソーラー
一体型シート防水システム
・各 種 防 水 対 応ソーラー
乾式基礎システム
・屋上・屋根緑化システム

・超速硬化ウレタン吹付け
システム
・ウレタン塗膜防水工事
・FRP 防水工事
・ポリマーセメント系塗膜
防水工事

その他にも適材適所の工法を用いた施工が可能です。
◯外壁改修工事の調査診断・報告・設計

◯屋上防水改修工事の調査診断・報告・設計

◯屋根防水改修工事

◯ライニング工事

◯塗床改修工事

◯内装改修工事

◯住宅改修工事

http://www.matoba.biz

