


当社は、様々な公共空間・事業空間における

屋外路面を主なビジネスフィールドとし、

これらの「用と美」即ち機能性及び審美性を

更に高めることを使命としています。

企 業 理 念
コーポレートスローガン

「 　　　　　　　　　　　　　　　　　」



事業遂行にあたり、「交通安全」「生活者保護」

「弱者保護」「子供の健全生育」「景観形成」

等の、現代社会の重要な課題や視点に立脚し、

社会の発展に貢献します。

当社しかできない分野、当社ならではの技術、

即ち当社の独自性を追求し実践した結果とし

ての「すばらしき ＳｍａｌｌＣｏｍｐａｎｙ」を

目指しています。



サンコー企画は「屋外路面」をビジネスフィールドに「路面サイン企画・製造事業」「駐車場活性化事業」

「交通安全施設事業」の３つの事業を柱として運営し、全国のお客様に製品とサービスを提供しています。

これらの提供にあたり、中心となる理念がコーポレートスローガン「グラウンドサイン＆グラウンドデザイン」

です。これは各々の屋外路面の「機能性と審美性」を更に高めることを意味しています。

サンコー企画は屋外路面用シートの設計・製造・販売から始まり、路面サインの企画提案を行うよう

になりました。その後更なるお客様のニーズにお応えするため、駐車場活性化事業や交通安全施設

事業を立ち上げ、各事業の強みを生かした連携で応対しています。

今後、更に魅力ある製品とサービスをご提供できるように、サンコー企画は成長し続けます。

サンコー企画は３つの事業を柱とし
全国のお客様のニーズにお応えします。
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路面サイン企画・製造事業

路面サインの企画からデザインまでトータルに提案
「道路・駐車場・公園施設・イベント空間」を対象とした 屋外路面サイン・屋外路面用シートの企画・
設計・製造・販売を行う事業です。
路面サインを企画する際、ご依頼内容を基に「目的・対象者・周辺環境」などを考慮し、最適な内容とデ
ザインを提案します。製品においては、高品質の屋外路面用シートを製造・販売することで、全国のお
客様から常に高い評価を頂いています。

路面標示材・路面用印刷メディア及び交通安全資材の企画・設計・製造・販売

道路を安全にする【規制サイン】イベント空
間を演出する【路面ディスプレイ】など目的
に即した、その場所に最適な路面サインの
企画提案をしています。

屋外路面サインの企画提案
道路に設置する【文字】【ストップマーク】
駐車場に設置する【身障者マーク】【ナンバー】
など、依頼内容に基づき、屋外路面用シート
の設計・製造・販売をしています。

屋外路面用シートの設計・製造・販売
屋外路面用仮ラインテープ【サポートライン】
【点字タイル補修用シート】などの道路用資
材、また交通安全施設用の工事機器類などの
販売をしています。

交通安全工事関連製品販売

2015年パルシート販売開始2007年グランシャルシート販売開始

サポートライン販売開始1993年クイックシート販売開始

調査・分析

デザイン

提　案

コンセプト
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investigation

design

suggestion

1998年



駐車場活性化事業

駐車場をキレイに使いやすくトータルサポート

路面サイン 駐車ライン 車止め

舗　装 バリカー フェンス

全国展開のチェーン店、北陸三県の企業・小売店など、店舗・施設における駐車場・ファサードの企画・
設計・リフォーム・メンテナンスを行う事業です。
女性や子供、高齢者など様々なお客様が、快適に安心して駐車場・ファサードをご利用頂くため、最適
な提案をします。当社で企画・設計から施工管理・施工までトータルに行うことで、スピーディーな対応
を実現しています。

店舗・施設の駐車場・ファサードの企画・設計・リフォーム･メンテナンス

舗装工事から駐車ライン施工まで、新規駐
車場工事に関するトータルサポートを行っ
ており、企画・設計から施工管理・施工まで
対応しています。

企画・設計
当社シートを活用した駐車場のデザイン、
駐車台数の変更・入口の拡張など、外構工
事全般のリフォームに対応しており、駐車場
に関する問題を解決しています。

リフォーム
駐車場を快適に安心して利用できるよう駐
車ライン施工、車止めの補修工事、バリカー
の設置工事など、外構工事全般のメンテナ
ンスをしています。

メンテナンス

全国47都道府県にある施工店との
ネットワークを構築。それにより全国
の店舗・施設への施工対応が可能。

クイックシート施工クイックシート施工



交通安全施設事業

道路の安心安全を守る迅速で確実な設計・施工

路面標示・区画線 道路標識 防護柵

道路反射鏡 視線誘導 点字シート

安全な街への
取り組み

fetyfetytysafsafs f

人への配慮
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環境との調和

harmonizeharmonizemrmonharmoniz

道路の安全・防災対策に欠かせない区画線・路面サインや道路標識・防護柵等、交通安全施設の全般
にわたった設計・施工とメンテナンスを専門に行う事業です。
石川県内の道路公共工事を中心とした豊富な実績があり、そこから培ったノウハウのもと、地域の様々
な交通事情や環境に対応しています。路面標示施工技能士などの資格をもつスタッフによる確かな施
工技術で、安全を一番に考えた迅速で確実な設計・施工を実施しています。 

交通安全施設設計・施工 舗装面デザイン標示特殊工事 

石川県内の公共工事を中心に道路の区画線
を引いたり、当社シートを活用した路面サイ
ン・道路標識・防護柵の設置など、道路の安
全に関する設計・施工をしています。

交通安全施設設計・施工
道路・駐車場などの舗装面に特殊モルタル
施工でデザインし、新しく印象を変える景観
舗装工事です。古くなり、汚れた舗装面の
リファインとしても活用できます。

舗装面デザイン標示特殊工事 

アート塗装
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● 北陸自動車道 「金沢東I.C.」から約20分 
● 北陸自動車道 「森本I.C.」から約20分

お車でお越しの方 

● 小松空港から車で北陸自動車道「小松I.C.」 
　→ 「金沢東I.C.」経由で約70分

飛行機でお越しの方 

● 金沢駅から車で約40分
● 津幡駅から車で約10分

電車でお越しの方

商　号

創　業

資本金

代表取締役

社員数

営業許可

加盟団体

取引銀行

納入先

サンコー企画株式会社

1993年2月20日 

2500万円

浦邊  俊行  

52名（2021年3月現在）

特定建設業　石川県知事許可（特-28）第16524

（一社）日本標識工業会会員　

北國銀行（森本支店）、北陸銀行（津幡支店）、金沢信用金庫（津幡支店） 

国土交通省、都道府県、市町村、公安委員会、交通安全施設業者、建設業者、屋外広告業者、ホームセンター等

 

会社概要 Company Outline

アクセス Access

本　　　社 ／ 〒929-0447石川県河北郡津幡町字旭山11番地2

　　　　　　  TEL 076-289-6708（代表）  FAX 076-289-7992 

東京営業所 ／ 〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2丁目17番地5号 第三高野ビル３階 A

                    TEL 03-6264-8035　FAX 03-6264-8189
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会社沿革
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金沢市疋田3丁目にてサンコー企画株式会社 創業

谷 龍男 代表取締役に就任　交通安全施設業者向け資材販売事業としてスタート

交通安全施設関連工事施工体制を確立 

資本金を1800万円に増資 

屋外路面シート【クイックシート】の独自加工技術開発に成功し製品化により販売開始

本社・工場を河北郡津幡町字旭山に移転 

労働省推進快適職場推進事業所として指定 

関東サービスセンターを開設し関東方面に商圏拡大 

資本金を2500万円に増資  

中小企業経営革新企業に認定

新分野進出のため新社屋を建設 

（社）石川県交通安全施設事業共同組合加入 

平成16年度「石川ブランド優秀新商品」に【クイックシート】が認定 

株式会社サンコーロード設立 

石川県ニッチトップ企業等育成事業の支援企業に認定され駐車場活性化事業の販路開拓に取り組む

石川県バリアフリー社会推進賞 福祉用具部門 最優秀賞に【点字タイル用補修シート】が受賞

路面広告メディア【グランシャルシート Ｒタイプ】の開発完成

株式会社サンコーロードを統合

新社屋を増築し、製造体制の強化を図る

東京営業所を開設し、関東方面の拡販強化を図る

浦邊 俊行 代表取締役に就任

サンコー企画株式会社 創業20周年

がんばる中小企業・小規模事業者300社に選定

屋外路面印刷シート【パルシート】の開発完成・販売開始

石川労働局から子育てサポート企業として認定（くるみん認定） 

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2018」に認定

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2019」に認定

「いしかわ男女共同参画推進宣言企業（女性活躍加速化クラス）」に認定

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2020」に認定

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2021（ブライト500）」に認定
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