
社　　　名 株式会社　南海工業
設　　　立 平成16年4月  
代　表　者 玄　和夫  
本　　　社 〒306-0632
 茨城県坂東市辺田1085番地の36  
資　本　金 10,000,000円  
社　員　数 120名（アルバイト、パート別） 
主要取引先 ジャパンパイル 株式会社
 ジャパンパイル 基礎工業株式会社
 株式会社　大伸
 株式会社　日興化成
 株式会社　タイトー
 
主要取引銀行　結城信用金庫

建設業   
建設用コンクリート製品製造業   
業務請負業  
人材派遣業  
人材関連コンサルティング  
飲食事業  
コインランドリー事業
ダーツ関連事業   
 
許認可
建設業許可　　　　茨城県知事許可（般-27）第35280号
人材派遣業許可　　厚生労働大臣許可番号　般08-3600218
有料職業紹介許可　厚生労働大臣許可番号　08-ユ-300209

URL  www.nankai-kogyo.co.jp  　　お問い合せ  info@nankai-kogyo.co.jp  

坂東統括営業所
（製造部、工事部、施工管理部、人材派遣部、サービス業部）
〒306-0631 茨城県坂東市岩井4300
電話：0297-35-8436/FAX：0297-35-8602

（製造部）
福島営業所 
〒970-1146 福島県いわき市好間町榊小屋字生木場 12
ジャパンパイル株式会社福島工場内
電話：0297-35-8436/FAX：0246-88-8178

茨城営業所
〒306-0213 茨城県古河市北利根 1番地
ジャパンパイル株式会社茨城工場内
電話：0280-23-5108/FAX：0280-23-5109

滋賀営業所
〒529-1331 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川 1775
ジャパンパイル株式会社滋賀工場内
電話：0749-47-5822/FAX：0749-47-5823

岡山営業所
〒712-8072 岡山県倉敷市水島中通 1-10-2
ジャパンパイル株式会社岡山工場
電話：086-441-2691/FAX：086-441-2692

山口営業所
〒756-0847 山口県山陽小野田市新沖 3-1-47
ジャパンパイル株式会社山口工場
電話：0297-35-8436/FAX0836-39-8871

（工事部） 
千葉営業所 
千葉県四街道市吉岡 407-7
ジャパンパイル基礎工業株式会社内 
電話：0297-35-8436/FAX：0297-35-8436

大阪営業所 
大阪府堺市美原区太井 540-1
ジャパンパイル基礎工業株式会社内 
電話：0297-35-8436/FAX：0297-35-8602  
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山口県山陽小野田市新沖3-1-47
ジャパンパイル㈱山口工場内

岡山県倉敷市水島中通1-10-2
ジャパンパイル㈱岡山工場内

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1775
ジャパンパイル㈱滋賀工場内

茨城県古河市北利根1番地
ジャパンパイル㈱茨城工場内

福島県いわき市好間町榊小屋字生木葉12
ジャパンパイル㈱福島工場内

大阪府堺市美原区太井540-1
ジャパンパイル基礎工業㈱内

大阪府大阪市中央区高麗橋1-6-10
ジャパンパイル㈱内 

千葉県四街道市吉岡407-7
ジャパンパイル基礎工業㈱内

茨城県坂東市岩井4300
株式会社南海工業坂東営業所

福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11
ジャパンパイル㈱内  

宮城県仙台市青葉区二日町9-7
ジャパンパイル㈱内 

東京都中央区日本橋箱崎町36-2
ジャパンパイル㈱内

製造部門拠点

工事部門拠点

施工管理部門
拠点

日本の基礎を支える仕事を通して
地域に根ざした信頼と雇用を創出
日本各地の皆様に喜びと安心をお届けできる

会社作りをモットーにしております。
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株式会社 南海工業
皆さまに安心を届ける会社でありたい

株式会社 南海工業



社長挨拶

当社は、基礎建設に関わるコンクリートパイルの製造や、基礎建設工事の施工などを中心に、

人材派遣業、飲食業などを手掛けている企業でございます。

皆さまの住まい、低・中・高層ビルから道路、高架まで

あらゆる建物・建造物の基礎を手掛けており、日本の基礎建設に貢献しております。

また、人材育成にも注力しており、自社で正規雇用し教育した人材を、他企業へ派遣し、

他企業が活性化するお手伝いもさせて頂いております。

飲食部門におきましては、地域に根差し、お客様の「また来たい場所」を目指して

サービスの充実を図っております。

当社は、地域の皆様に育てて頂いた会社でございます。

今後ともどうかご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社南海工業
代表取締役　玄　和夫

製造から施工、そして管理まで一貫して基礎建設に携わっております。
磨かれた経験と知識が私どものサービスの１つです。
ただ製品を作り、施工するのではなく、

確実な品質管理と正しい手順で施工することで、

お客様に安全と信頼をお届けいたします。

人と企業を、そして、人と人を繋げる会社でありたい
現在、深刻な人材不足に頭を抱えておられる企業様が多いのではないでしょうか。

少子高齢化問題を受け、この人材不足は更に深刻な問題になっていくと言われております。

当社はこれまで培ってきた「人を育てるノウハウ」を強みに、特殊資格や技術を持った日本人から

外国人労働者に至るまで多くの人材を抱えており、

関連企業様に「人材なら南海工業」との高い評価を頂いております。  

人材不足にお悩みの企業ご担当者様は是非お気軽にお問い合わせください。

■皆様の生活の安全を築きます
低・中・高層ビルから橋・道路・高架まであらゆる建
物・建造物の基礎を手掛け、日本の基礎建設に貢献し
ています。

■建造物の基礎とは
複雑な地盤の中で、その上部構造である建物をしっか
りと支え地震などによる倒壊を防ぐ重要な役割を果た
しています。見えない場所から皆様の生活を守るのが
私たちの仕事です。

■コンクリートパイルを使用した基礎建設
コンクリート製の杭を地中深くに埋め込むことにより
建造物を支えています。コンクリートパイルは地盤や
建造物に応じて様々な種類の杭を使い分けしていま
す。また、コンクリートパイルには強度が求められる
為、製造の際には遠心力で固めるとともに、余分な水
分を脱水することにより、高強度で中心が空洞の杭が
出来上がります。

■製造から施工まで一貫した品質管理
ただ製品を作るだけではなく、確実な品質管理のもと
で作られた製品を正しく施工することで皆様に安全を
お届けしてます。

■施工管理部門 
「北海道から沖縄にいたるまで、施工管理業務として
の実績があります。現在は、東北・関東・関西・九州
各地に施工管理者を配置し、製造、工事部門と連携を
とりながら、お客様に安心と信用をお届けできるよう
確実な施工管理を目指しております。」  

■製造部門
地盤特性・施工条件などに応じて、コンクリートパイ
ルには様々な特徴が求められます。多種多様な製品を
安定して供給できるよう全国各地に製造体制を設けて
います。

■人材派遣部門 
当社は、厚生労働省より許可を頂き、一般労働者派遣
業を営んでおります。派遣する前に派遣対象社員と何
度も打合せを繰り返し、お客様が抱えていらっしゃる
課題に対して、当社が何を提供出来るのかという問題
意識を共有することからスタートいたします。その成
果か、多くのお客様に「南海工業が派遣してくれた人
材なら安心」とのご評価を頂いております。

「ただ派遣するだけではない」「国際色豊
かな人材確保力」 当社は、ただ人材を派
遣するだけではなく、お客様の抱える根
本的な課題に人材を派遣することを通じ
て解決できるようフォローいたします。 
また、日本で活躍している外国籍の人材
も豊富に雇用しており、自社教育を行っ
たのち派遣先へ送り出すという安心のシ
ステムも導入しております。

当社の強みは、お客様のニーズに応える
よう尽力する対応力だと自負しておりま
す。これまで、派遣を行ったことが無い
業種に関しても、お客様のご満足を頂け
る結果を残せるよう様々なチャレンジを
いたします。人と企業が繋がり、人と人
とが繋がっていくお手伝いをするのが当
社の使命だと考えております。

■地域活動①
平成 27年 9月に起きた、東北・関東豪雨による鬼怒
川氾濫時には、被災者の皆様に救援物資をお持ちいた
しました。微力ではありますが、普段お世話になって
いる地元住民の方々の、お力になれればと活動してお
ります。

■地域活動②
地元の雇用に貢献出来ればと、就職面接会に参加いた
しました。新卒の方から、ご高齢者まで、沢山の求職
者と情報を交換し、地元の活性化に貢献出来るよう活
動しております。

■飲食部門
お客様にとって「また来たい場所」を目指し、美味し
く安らげる店舗作りを目指しております。毎日のお食
事、ご家族の記念日、企業様の歓送迎会など様々な用
途に合ったスペースを、個室から宴会場まで揃えてお
ります。皆様の生活の一部になれることが私どもの喜
びです。お料理のことから、各種サービスに至るまで
お気軽にお問合せください。
「焼肉が～でん」
茨城県坂東市岩井4300
TEL:0297-36-1121

NPO 団体と連携を組み、カレーの炊き出しにも協力
いたしました。被災者の皆様から、笑顔で声を掛けて
頂き、逆に元気を頂きました。

面接会場にブースを設け、製造業、建設業、人材派遣
業、飲食業と求職者の方々が、いろいろな働き方を検
討して貰えるよう、ご提案をしております。

■社内体制
事務所内でのバックアップ
コンクリートパイルは１トンを超える重量物の為、小さなミスで思いがけない大
きな事故につながる危険があります。事故が起きることによりお客様へ製品供給
が滞り建設計画に大きな影響を及ぼします。事務所内では日々の生産管理だけで
なく、事故・災害0を目指した安全管理などスタッフの安全第一を考え、業務の
向上、改善を日々図っています。

社員の技能向上
コンクリートパイルの製造や現場での基礎工事には専門的な技術や知識が要求さ
れ、また作業によっては専門の資格が必要となります。南海工業では資格取得制
度を設け、資格の取得はもちろんのこと、技術の向上を目指せる環境を整え、積
極的に社員全体のスキルアップを図っています。

若手を中心とした活気溢れる職場作り
製造工場や工事現場では20代、30代が中心となり活気溢れる職場体制を作って
います。新しい事を積極的に取りいれることにより、社員のモチベーションを高
め南海工業は常に進化を続けています。

■工事部門
どんなに良い製品でも正しく施工しなくては効果がありません。正しい知識と技
術を持って施工することにより、確かな安全を築き上げます。

皆さまに安心を届ける会社でありたい
企業は人なり、人を中心に考える企業でありたい

地域に密着し、安定した雇用を創出

是々非々の精神で仕事に取り組む
良いものは良い、悪いものは悪いと自らを律し

皆さまに喜ばれるものを届けたい


