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当たり前の 
安心と安全を 
社会に提供する 

 

インフラに
特化した
スペシャリ
スト集団 

 

自然と共存し、 
自然を敬い、 
社会に貢献する 



“しぜん” 
私たちは自然に生かされています。 
自然は生きる糧を与えてくれます。 

しかし同時に万物を死に至らしめるような 
災害をもたらすこともあります。 

日本に住む私たちは先人の時代から、 
時に厳しすぎる自然に苦しみながら 

それでも自然に寄り添うように暮らしてきました。 
畏れや慈しみの心をもって。 

社是「しぜん」には、あらゆる面を内包しながらも 
調和していくという意味が込められています。 

監査役
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企 業 理 念 

• 誰からも信頼される企業となる 

• 顧客満足を第一に考え、高い技術力をもとに尽力する 

• 一歩先を見据えた技術サービスを提供し、安全で 
安心な社会の実現に努める 

 

経 営 理 念 

• 専門的な技術者から総合的な技術者へ 

• 各人のスキルを向上させ、あらゆるニーズに対応する 

• 社員の意欲と力を結集し、先鋭的な経営を行う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 社 情 報  

我社では社是「しぜん」のもと、お客様との信頼や人との和を大切に技術力の向上に努めてまいりました。 
ローコスト・ハイクオリティを求められる状況の中、まだまだ社歴の浅い我社が広く社会に貢献するには、 

社員ひとりひとりが【自己を知り・自己を磨き・人間力をつける】をモットーに、未来を見据え研鑚を積むこと、 
さらに知識や経験はもとより、人として成長、進化し続けることが、何よりも重要であると考えます。 

みなさまに出会えたことに日々感謝し、末永くおつきあいいただけるよう、私たちは誠心誠意取り組んでまいります。 

特許及び意匠登録       

会社名 
 

英文社名 
 

本社所在地 
 
 
 
 
 

設立 
 

代表取締役 
 

資本金 
 

社員数  
 

事業内容 
 
 
 

関連会社 
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特許証 
 
 
 
 

意匠登録証 
 
 

実用新案登録 

組 織 図 

令和1年5月1日現在 

株式会社日本コムダック 
 

Japan Comdac Co.,Ltd. 
 

〒532-0003 
大阪市淀川区宮原4-1-46 
新大阪北ビル5F 
TEL:06-4807-5805 
FAX:06-4807-5808 
 

2000年(平成12年)2月24日 
 

毛利 隆一 
 

3,500万円 
 

30名（契約社員含む）令和元年5月 現在 
 

建設コンサルタント事業  
太陽光発電事業 
自社開発商品販売事業 
 
ブライトキャスト株式会社 (100%子会社) 

建設コンサルタント 建27第8441号 

建設業(般-29) 第138823 

測量業(1)-35456号 

一級建築士事務所 大阪府(イ)第25183号 

 
三菱UFJ銀行 新大阪北支店 
りそな銀行 新大阪駅前支店 
商工組合中央金庫 大阪支店 
日本政策金融公庫 
 

上場企業および優良中堅企業 他 

特許第４３００４２５号 
＜発明の名称＞ 締結具及びナット離脱工具 
特許第６０７３１４６号 
＜発明の名称＞ アンカー(拡翼杭) 
 

登録第１４９３３７９号 
＜意匠に係る物品＞ パイプクランプ 
 

登録第２１９４５１３号 
洋式トイレの尿漏れ防止具 

社 是 

日本コムダック 会社概要 



本社 
 
 
 
 

神戸事務所 
 
 
 
 

名古屋事務所 
 
 
 
 

関東事務所 
 
 
 
 

東北事務所 

平成12年 2月      株式会社日本コムダック設立 
 

平成12年 4月      建設コンサルタント事業部設立 
 

平成12年10月      メカトロニクス事業部設立 
 

平成16年 4月      名古屋事務所開設 
 

平成16年 7月      締結具及びナット離脱工具特許出願 
 

平成17年 8月      建設コンサルタント登録 
 

平成18年 1月      兵庫県新技術新工法登録『JCD-FSボルト』 
 

平成20年 2月      有料職業紹介事業許可 許可番号27-ユ-300783 
 

平成21年 5月      締結具及びナット離脱工具特許登録 
 

平成21年 6月      関東事務所開設 
 

平成23年 6月      東北事務所開設 
 

平成23年 7月      SES事業部設立 
 

平成24年10月      経済産業省 新連携認定企業 2012821 近畿第43号 
 

平成24年12月      建設業登録 
 

平成25年10月      太陽電池モジュール固定金具「カンロク」発売 
 

平成26年 8月      アンカー（拡翼杭）商品名「UG-LOCK」 特許第6073146号 
 

平成26年11月      実用新案登録 洋式トイレの尿漏れ防止具 
 

平成28年 3月      労働者派遣事業許可 般27-302186 
 

平成28年 8月      「UG-LOCK」発売 
 

平成29年 3月    神戸事務所開設 
 

平成31年 2月      メカトロニクス事業部 子会社として設立（ブライトキャスト株式会社） 

会 社 情 報  

沿 革 

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1−46  
新大阪北ビル5F 
 TEL:06-4807-5805 
 FAX:06-4807-5808 
 

兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目１-23  
三宮ベンチャービル 401 
TEL:078-200-6075 
FAX:078-200-6076 
 

愛知県名古屋市中村区井深町1-1  
新名古屋センタービル 本陣街 217号室 
TEL:052-433-2264 
FAX:052-433-2267 
 

神奈川県横浜市中区尾上町4丁目57  
横浜尾上ビルディング8F 
TEL:045-285-1627 
FAX:045-285-1501 
 

宮城県仙台市若林区土樋73-2  
土樋ビル2F 
TEL:022-399-8723 
FAX:022-399-8726 



 

樋門点検 
これから求められるシビルエンジニアは橋梁・トンネル・道路・
河川・上下水道他、専門分野でのエキスパートであると共に、
高度なコスト意識を持ち、環境・社会情勢等を念頭においた
グローバルな技術を身につけておく必要があります。 
 
日本コムダックは、技術者一人一人の知識と経験を独自の
ネットワークで結ぶことで、個々の課題に対し固執しない柔軟
な姿勢で、尚かつ迅速にお手伝いを致します。        

■ 土木に関する調査・計測・点検 
   橋梁・トンネル・公園・ダム・港湾・道路防災点検 
   交通量調査・トンネル内空・地山変位計測 
   公園・学校長寿命化計画・ライフサイクルコストの算出 
 

■ 土木に関する設計 
   橋梁・河川・道路・構造物設計全般 
   下水道設計・河川砂防計画設計 
 

■ 施工管理業務 
   発注者サイド 発注者支援業務（設計照査 積算 工事監督） 
   施工サイド   施工計画 仮設備設計 
 

■ 測    量 
   公共測量全般・工事測量全般 

道路灯点検        

土木調査・設計・施工管理の技術者集団です。 

橋梁点検 公園点検 共同溝点検 

建築点検 跨線橋点検（軌陸車） 公園長寿命化計画 

 

建設コンサルタント事業 



3 2 

1 

建設コンサルタント事業の主な業務内容 

Ⅰ.橋梁点検 

みんなが利用する橋を問題がないか点検、調査し、国や県、市に報告をする仕事です。 

現場での点検業務 

社内での業務 

現場で撮った写真
をもとにエクセルを
使って台帳を作りま
す。 

RPA★（ロボティック・プロセス・オートメーションの略） 

簡単な図面
を描きます。 

橋の老朽化や破損具合を調
べるために、まず目視で判断し
ます。ハンマーで叩くこともありま
す。 

損傷のある箇所は
直接チョークで囲ん
だり、線を引いたりし
て場所を特定し、写
真を撮ります。 

※一連の作業は二人一組で行うことが多いです。 

その図面を報
告書にまとめ
ます。 

CADを使って正
式な図面を描き
ます。 

場合によっては、専用
のシステムに入力しま
す。 

※現在は手入力で行っていますが、効率化を図るためRPA★の導入を進める予定です。 

1 2 

3 4 



Ⅱ.公園点検 

3 2 

1 

みんなが利用する公園。その中にある施設（ベンチ、電灯、遊具）に問題が 
ないか点検し、国や県、市に報告をする仕事です。 

現場での点検業務 

地図上の該
当箇所に印を
つけます。 

公園内の施設が壊れたり腐食
していないかを調べるために、ま
ず目視で判断します。 

損傷のある箇所
と全体の写真を
撮ります。 

社内での業務 

現場で入力されたタブレットのデータをダウンロードします。 

データをもとに、エクセルを使って資料に
まとめます。 

1 

2 

※現在はマクロを組んで資料にしていますが、今後は更に効率化を図るためRPA★の導入を進める予定です。 
RPA★（ロボティック・プロセス・オートメーションの略） 

※一連の作業はタブレットを使用します。 



Ⅲ.公園長寿命化計画 

2 1 

公園点検でとりまとめた資料をもとに、施設の修理や新しいものへの交換などを計画していく仕事です。 
主に社内での仕事になります。 

その1：施設を修理するか新しいものにするか対策費の算出  

劣化モデ
ル式№

公園施設種類 公園施設名 主要部材
劣化モデル式に基づく

使用見込み期間
1 園路広場 舗装 アスファルト 27
2 園路広場 舗装 コンクリート 38
3 園路広場 舗装 コンクリート平板 36
4 園路広場 舗装 インターロッキング 34
5 園路広場 舗装 石材 35
6 園路広場 デッキ 木 28
7 園路広場 橋梁 コンクリート 96
8 園路広場 橋梁 木 30
9 園路広場 階段 コンクリート 36
10 園路広場 階段 石材 31
11 園路広場 階段 木 31
12 休養施設 休憩所 RC造 71
13 休養施設 休憩所 鋼材 45
14 休養施設 休憩所 木造 41
15 遊戯施設 ブランコ 鋼材 32
16 遊戯施設 滑り台 鋼材 30
17 遊戯施設 滑り台 ステンレス 30
18 遊戯施設 滑り台 樹脂 30
19 遊戯施設 ロープウェイ 鋼材 28
20 遊戯施設 砂場 コンクリート 39
21 遊戯施設 スプリング遊具 木 18
22 遊戯施設 スプリング遊具 樹脂 22
23 遊戯施設 スプリング遊具 鋼材 31
24 遊戯施設 シーソー 鋼材 33
25 遊戯施設 ジャングルジム 鋼材 33
26 遊戯施設 複合遊具 鋼材 27
27 遊戯施設 複合遊具 木 14
28 遊戯施設 健康器具系遊具 鋼材 30
29 遊戯施設 健康器具系遊具 木 16
30 遊戯施設 鉄棒 鋼材 32
31 遊戯施設 鉄棒 ステンレス 29
32 運動施設 バスケットゴール 鋼材 32
33 運動施設 バックネット 鋼材 35
34 運動施設 防球フェンス 鋼材 36
35 便益施設 便所 CB造 53
36 便益施設 便所 RC造 71
37 便益施設 便所 木造 40
38 管理施設 管理事務所 RC造 66
39 管理施設 照明灯 アルミ 61
40 管理施設 照明灯 鋼材 41
41 管理施設 柵（フェンス） 鋼材 38
42 管理施設 柵 鋼材 40
43 管理施設 柵 コンクリート 85
44 管理施設 柵 木 35
45 管理施設 柵（手すり） 鋼材 41
46 管理施設 時計 鋼材 31
47 管理施設 サイン 鋼材 37
48 管理施設 サイン 木 32
49 管理施設 門扉 鋼材 44
50 管理施設 倉庫、機械室等 鋼材 42
51 管理施設 擁壁 鋼材 87
52 管理施設 引込柱 鋼材 43

ベンチや電灯などの修理
金額や本体価格を調べ
ます。 

定期的な補修期間、 
交換期間を算出します。 

3 

1と2で得たデータをもとに
補修をするのか交換をす
るのかを考察し判断をし
ます。 

算出した結果を報告書
にまとめます。 

4 

その2：公園施設の交換や修繕における平準化の検討  

2 1 

ベンチや電灯などの修理
金額や本体価格を調べ
ます。 

国の考え方に従って、ベ
ンチ等の使用期限を調
べます。 

3 

2で取替える時期がわか
るので、資料としてとりまと
めます。 

取替える時期がかたよら
ないように時期を振分け
ます。 

4 

劣化モデ
ル式№

公園施設種類 公園施設名 主要部材
劣化モデル式に基づく

使用見込み期間
1 園路広場 舗装 アスファルト 27
2 園路広場 舗装 コンクリート 38
3 園路広場 舗装 コンクリート平板 36
4 園路広場 舗装 インターロッキング 34
5 園路広場 舗装 石材 35
6 園路広場 デッキ 木 28
7 園路広場 橋梁 コンクリート 96
8 園路広場 橋梁 木 30
9 園路広場 階段 コンクリート 36
10 園路広場 階段 石材 31
11 園路広場 階段 木 31
12 休養施設 休憩所 RC造 71
13 休養施設 休憩所 鋼材 45
14 休養施設 休憩所 木造 41
15 遊戯施設 ブランコ 鋼材 32
16 遊戯施設 滑り台 鋼材 30
17 遊戯施設 滑り台 ステンレス 30
18 遊戯施設 滑り台 樹脂 30
19 遊戯施設 ロープウェイ 鋼材 28
20 遊戯施設 砂場 コンクリート 39
21 遊戯施設 スプリング遊具 木 18
22 遊戯施設 スプリング遊具 樹脂 22
23 遊戯施設 スプリング遊具 鋼材 31
24 遊戯施設 シーソー 鋼材 33
25 遊戯施設 ジャングルジム 鋼材 33
26 遊戯施設 複合遊具 鋼材 27
27 遊戯施設 複合遊具 木 14
28 遊戯施設 健康器具系遊具 鋼材 30
29 遊戯施設 健康器具系遊具 木 16
30 遊戯施設 鉄棒 鋼材 32
31 遊戯施設 鉄棒 ステンレス 29
32 運動施設 バスケットゴール 鋼材 32
33 運動施設 バックネット 鋼材 35
34 運動施設 防球フェンス 鋼材 36
35 便益施設 便所 CB造 53
36 便益施設 便所 RC造 71
37 便益施設 便所 木造 40
38 管理施設 管理事務所 RC造 66
39 管理施設 照明灯 アルミ 61
40 管理施設 照明灯 鋼材 41
41 管理施設 柵（フェンス） 鋼材 38
42 管理施設 柵 鋼材 40
43 管理施設 柵 コンクリート 85
44 管理施設 柵 木 35
45 管理施設 柵（手すり） 鋼材 41
46 管理施設 時計 鋼材 31
47 管理施設 サイン 鋼材 37
48 管理施設 サイン 木 32
49 管理施設 門扉 鋼材 44
50 管理施設 倉庫、機械室等 鋼材 42
51 管理施設 擁壁 鋼材 87
52 管理施設 引込柱 鋼材 43

※業務1および2は、その1と同じです。 



太陽光や風力・水力など地球にやさしい、 
再生可能な自然エネルギーを活用した発電システムで  
 安心、安全、快適な生活環境がつながる世界を目指しています。 
現在は化石燃料を使うことなく、 太陽の光エネルギーという自然の恵みを利用した、 
独自の太陽光発電システム設置工法による開発・設計・製造・販売・計画・施工を行っています。 
地震や台風などの災害又は、非常時のニーズに対応できる発電・蓄電システムの計画から施工を行います。 

(施工例)島根県太田市 システム容量1497.44㎾  モジュール  枚数6112枚 

業務内容 

２．独自の太陽光発電システム設置工法 自社開発商品「カンロク」 「UG-ロック(拡翼杭)」  

カンロク  

１．開発・設計・製造・販売・計画・施工 

自然エネルギーに関する開発～施工までの技術者集団です。 

使用イメージ         UG-ロック（拡翼杭） 

太陽光発電事業 



日本コムダックについて 

１日のスケジュール  

9:00 

12:00 

13:00 

17:30 

始業 

始業 

お昼休憩 

終業 

お昼終了 

12:00 

13:00 

17:00 

お昼休憩 

お昼終了 

8:30 

終業 

現場での仕事 社内での仕事 

福利厚生 

 高所作業車運転技能 

 1級土木施工管理技士  

 コンクリート診断士 

 道路橋点検士  

 

 社会保険完備 

 休暇（夏季・冬期・慶弔・有給） 

 年１回の健康診断 

 勤続表彰制度（10年・15年） 

資格取得 

現場および社内の1日の平均的なスケジュールは下記の通りです。 

社員の勤労意欲を高めるため、当社は福利厚生
に力を入れております。 

自分自身の努力の証。当社では検定試験・資格
取得を全力で応援します。 
主に取得できる資格は以下になります。 



社員メッセージ 

インフラマネジメントの分野で活躍する先輩社員たちに、仕事について語ってもらいました。 

主に橋梁の点検調査、調書の作成をしています。 
損傷の種類や発生要因は様々であるため、何が原因で
発生した損傷なのかを考えながら作業することを心掛け
ています。 
この仕事をするまで、｢橋｣というものをあまり意識せずに
生活していましたが、高速道路や歩道橋など、知らず知
らずにお世話になっていた事を実感します。 

主に橋梁の点検と調書作成を担当しています。 
未経験の分野でしたが、先輩方のご指導により、日々
経験を積ませていただいています。 
多くの人が毎日のように利用している「橋」。 
これまでは気にも留めていませんでしたが、私も毎日橋を
渡っていたのだと気付かされました。 
橋の利用者の安全を守ることが私達の使命です。 
これからも丁寧に点検作業をしていきます。 

※インタビュー内容は取材当時のものです。 

石積  東北事務所 入社7年 

古庄  名古屋事務所 入社4年 

仕事を通じて、
社会の安全安心
に少なからず貢
献できている。 

就業時間や夏季
休暇、冬季休暇
がきちっとして
いる（年間休日
は大手企業並
み）。 

さまざまな仕事
を任せてもらえ
るので自分の成
長を感じること
ができる。 

また、全社員に日本コムダックのいいところをアンケート調査を行いました。 一部を抜粋したものを掲載します。 



当たり前の安心と安全を社会に提供したいと考えています。 
当社は、みんなが利用する橋梁・公園・道路・トンネル等のインフラマネジメントを行っており、優秀な土木建築技術者を
求めています。 
 
現在、日本は国が中心となってインフラマネジメントシステムの構築を行っております。 
入社を考えておられるみなさまには、インフラマネジメントの重要性を理解し、将来自国の役に立つ技術を身につけていた
だきたいと考えています。 
 
また、当社は常に労働生産性の向上と効率化を追求しています。 
今後は最先端のIT技術を駆使して、会社の利益、社員の待遇の向上を目標としています。 
社員の意見・提案を迅速に取り入れ、実行することが重要だと考えていますので、入社の折には積極的に意見してもらえ
ることを期待しています。 
ぜひ日本コムダックにいらして下さい。 

会社メッセージ 

募集要項 

募集職種： 
 
 
 
 
 

勤務地： 
 
 
 

勤務時間： 
 
 
 

給与： 
 
 

待遇： 
 
 
 
 
 
 
 

休日： 
 
 

応募資格： 

土木施工管理業務 
土木設計積算業務 
土木構造物調査員 
営業総合職 
 
 
大阪本社・神戸事務所・名古屋事務所・東北事務所 
（全国出張、異動あり  
  また、年間を通じ、現場業務は、約半分の日数です。） 
 
9:00 〜 17:30 
（休憩時間60分含む） 
 
 
勤務条件・能力・実績を反映し、会社規定による 
通勤交通費：会社規定により実費支給 
 
各種社会保険完備 
交通費全額支給 
＜健康診断＞ 
 
年1回実施 
35歳未満は一般健診 
35歳以上は生活習慣病予防健診 
 
週休2日制(土･日・祝日） 
年次有給休暇、慶弔休暇 
 
チャレンジ精神、責任感、物事を総合的に判断出来る方 
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