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奥地建産株式会社 “考える”“つくる”“やってみる”
ソリューションメーカー。

ものづくりの国として世界経済を牽引してきた我が国の技術力は、

工業製品だけでなく、強固で匠な社会インフラを構築してきました。

ですが、年月が経ち、橋梁やダム、道路、ガス、水道、電気など…

高度経済成長を支えてきたインフラの老朽化は否めず、現実に悲しい事故が起きてしまっています。

このように、絶対的な安全神話が崩壊してしまった昨今、

これから必要なことは、新しく社会資本をつくっていくことです。

それも、現代ならではの考え方や手法が必要になるはずです。

私たち奥地建産は、リノベーションやリボーンといった循環型社会に傾倒しながら、

奥地建産にしかできないものづくりを続けることで、新しい社会資本づくりに貢献していきたいと考えています。

それは、後世に恥じないものづくりをするということでもあります。

末長く、社会のために貢献できる２倍の耐久性を持つものづくりをしていくこと。

そのものづくりのために、Co2を極力少なくした手法を模索しつづけ、常に実践していくこと。

その製品の行く末にもっと責任が持てるよう、施工にまで熟知し、新たな可能性を追求しつづけること。

そんな様々な角度からの発想を持ってものづくりに取り組み、

社会資本づくりにつなげていくことで、我が国の経済活性に貢献することが

奥地建産としての価値であり、いつまでも反映していける源になってゆくと考えています。

地球環境と共存できる
独自発想のものづくりこそ、
最大の価値と強みだと考えています。

●住宅用建材製造
 
奥地建産の基幹事業でもある住宅用建材の製造。木材が主流だった時代に業界で初めて内装下

地に金属を用いた建築部材はハウスメーカーに革命をもたらせました。以後、ものづくりのみならず、

研究開発も強みとし、様々な建築部材へと製品ラインナップを派生させ、毎年のようにアップデート

された製品や新製品を誕生させ、住宅メーカーの約70％に採用されるほどの実力を誇ります。

●太陽光発電システム用架台製造（住宅用・産業用）
太陽光発電黎明期から、住宅用建材製造で得たノウハウを用いて住宅用太陽光発電システム用架

台製造に着手。高品質・高耐久の製造ノウハウをさらに活かし、産業用自社ブランド架台「サンキャッ

チャー」を展開しています。島国である日本の塩害による防錆研究をはじめ、豪雪地帯による耐久性

試験を繰り返し、業界初の長期保証実現などでも当社は架台メーカー界を牽引しています。

●太陽光発電トータルソリューション
架台の防錆研究のために自社メガソーラー発電所を建設したことがきっかけで、架台製造から施

工、運用までのノウハウを活かし事業化したのが太陽光発電トータルソリューション。NEDOとの

共同研究による発電に不向きな傾斜地や活用が難しかった壁面利用など、専用架台の開発から

すべてワンストップで手がけられるメリットを存分に活かし、循環型社会形成に寄与しています。

事 業 内 容

創 業

設 立

資 本 金

代 表 者

事 業 所

取 引 先

仕 入 先

認 証 資 格

■ 建築用鋼製下地材製造

■ 太陽光発電システム用架台製造

■ 地盤調査、地盤改良、鋼管杭工事

■ 太陽光発電におけるトータルソリューション事業

昭和30年

昭和39年5月18日

6000万円

代表取締役会長　奥地 　誠

代表取締役社長　奥地 昭統

積水ハウス（株）、大和ハウス工業（株）、パナホーム（株）、旭化成ホームズ（株）

シャープ（株）、シャープエネルギーソリューション（株）

住友商事（株）、阪和興業（株）、日鉄住金物産（株）、ＪＦＥ商事（株）、YKK AP（株）

ISO9001:2008（品質マネジメントシステム）認証取得

ISO14001:2004（環境マネジメントシステム）認証取得

ISO22301:2012（事業継続マネジメントシステム）認証取得

ISO10002:2014（苦情対応マネジメントシステム）認証取得

※ISO規格の適用範囲は、大阪事務所、本社工場、三重工場、福島工場

【大阪事務所】

【東京事務所】

【 本 社 工 場 】

【 三 重 工 場 】

【 福 島 工 場 】

〒541- 0 054

〒108 - 0 075

〒580 - 0002

〒519 -14 24

〒962- 0728

大阪市中央区南本町4-1-8  アルテビル南本町7F・8F・9F

東京都港区港南2-16-1  品川イーストワンタワー4F 403号

大阪府松原市小川4-16-15

三重県伊賀市川東962-7

福島県須賀川市虹の台17-1

企業概要
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奥地建産株式会社 “考える”“つくる”“やってみる”
ソリューションメーカー。

奥地建産は、より市場や顧客に喜ばれる価値の創造を実現するために、

事業領域を広げ、変化を繰り返すことで歴史が作られてきました。

常に既存事業を見つめ、技術を進化させることで、もっと価値あることで社会に貢献したい。

その想いは、私が代表になった今でも変わりはありません。

現在の私たちは製造メーカーのみならず、施工事業者として、さらに太陽光発電システムや

設備の提案型コーディネーターとして、徹底したものづくりから事業運用まで

ワンストップでサービスを提供できる理想的な事業スキームを構築しています。

この3つの事業をさらに効率的・効果的に活用することで、さらに新しい奥地建産としての顧客価値を創造し、

今以上に唯一無二の企業体になっていけるよう、決して現状に満足することなく、

今日よりも明日、明日よりも明後日と、もっと変えていける、変えられるはずという

奥地建産ならではの風土の中で、さらにお客様に喜んでいただける製品づくり、サービスを実現させてまいります。

市場や顧客に喜ばれる価値の創造が
私たち奥地建産の事業進化の源です。

営業提案の工夫〜 5つの工夫力 〜
高い研究力、開発・設計力の裏付けを基にした、未来を見据えた
ご提案を実現します。製品を供給するだけでなく、弊社の製品を
お使いいただく価値の提供をお約束します。

商品開発・設計の工夫
徹底した研究開発による実証データ、先端研究データを基に、常
に進化させた高品質・高耐久の商品開発、設計力を活かしたトー
タルソリューションが可能。

研究開発の工夫
基礎研究、応用研究を含めた鉄素地、防錆、防風等の実証実験・
最新の研究データによる学術知識を有し、他社には追随できない
過剰なまでの品質を実現させています。

デリバリー・生産体制の工夫
三重、福島の２拠点体制によるリスクマネジメントと東日本、西日
本双方に向けた柔軟なデリバリーを実現することで、スピードアッ
プ、コスト削減を実現。

製造現場の工夫
邸別生産・邸別納品・トレサビリティを導入した製造力・品質力の実
現。高度な技術力だけでなく、品質へのこだわり、多品種少ロットへの
対応力など、ハード・ソフトともに完璧な環境整備を実現しています。

営業提案の
工夫

商品開発・設計の
工夫

研究開発の
工夫

デリバリー・
生産体制の

工夫

製造現場の
工夫

生産性・品質・コスト

コスト・パフォーマンス、品質

代表取締役社長 奥 地 昭 統
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奥地建産株式会社 “考える”“つくる”“やってみる”
ソリューションメーカー。

ベンダーロールフォーミング

コイル

住宅用建材製造

内装天井材

内装間仕切り材

内装床材

石膏ボードジョイント

住宅用太陽光架台

木材が主流だった住宅用建築部材に日本初の金属部材を誕生させ革命を起こした奥地建産。

以来、25年以上にわたり、大手ハウスメーカーとの共同開発と自社開発製品に情熱を注いできました。

中でも、自社開発商品である石膏ボードジョイントは、クロス割れによるクレーム件数、メンテナンス費用の大幅な削減など

製品の品質だけでなく、顧客に大きなメリットを創出する高い機能性で、

日本のプレハブハウスメーカー様の70％に採用いただいています。

こうして業界に革命をもたらせた奥地建産ですが

目的はあくまで住まいの耐久性を高めたいという想いでつくりあげたもの。

これからも私たちの主力として、そしてさらに多くのお客様にご支持いただけるように、

ニーズをしっかりと掴み、鋼製下地システムとして設計・開発に邁進し、

これまで以上の住宅品質向上に貢献してまいりたいと考えています。

品質から機能性までトータルな製品こそ、
私たちが求め続けているものづくり。

邸別出荷体制ＤＰＳ（デジタルピッキングシステム）

プレス機
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奥地建産株式会社 “考える”“つくる”“やってみる”
ソリューションメーカー。

独自研究のために設置したメガソーラー発電所。その建
設に自社の施工部門が担当。もともと土木用の建設資
材も手がける奥地建産。その高い施工技術を活かし、太
陽光発電施設の施工事業者としても知られようになった
のです。

三重工場・福島工場の屋上には、国内外１１社の太陽
光モジュールを設置し、その発電量を常にモニタリングし
ている。同条件下での発電量や発電の特徴、耐久性な
どを第三者的に検証し、提案に活かしているのです。

電気買取制度による太陽光発電への関心の高まりは、我が国にとって再生可能エネルギーを意識するきっかけになったと思います。

私たち奥地建産は、いち早く太陽光発電への関心を持ち、住宅用部材製造のものづくり思想を受け継いだ

耐久性・防腐食性の高い太陽光モジュール用架台の開発を、発電パネルの進化に合わせて続けてきたのです。

しかも私たちは、架台の研究開発のために自社でメガソーラー発電所までも建設し、

製品の研究データだけでなく、事業としての運用データや運用のためのノウハウも同時に蓄積してきました。

こうした研究開発の産物として、太陽光モジュール用架台の製造だけでなく、

メガソーラー発電所施工の高い技術力と運用ノウハウを手にし、

太陽光発電に関わるトータルソリューションを実現するまでに至りました。

さらに、軟弱地盤や急斜面、または建造物の壁面や遊休地などにも試験的に発電施設を設置するなど、

太陽光発電のさらなる可能性にもチャレンジしつづけ、さらに深く有意義なシステムインテグレーションを実現していきます。

架台というものづくりから施工、そして運用まで、
一気通貫の太陽光トータルソリューション。

プランニングから運用までのプロセス

計画
概要書
作成

基本設計 実施設計 工事管理

計画地
周辺
調査

地盤
地質
調査

基礎
設計

構造
設計

設備
設計 工事管理

SI から運用まで一気通貫

ダミー
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奥地建産株式会社 “考える”“つくる”“やってみる”
ソリューションメーカー。

オリジナルブランド高耐久架台

降り注ぐ太陽の光を余すことなく電気として再生できれば、地球温暖化や化石燃料の枯渇、

そしてリスクある発電に依存する必要がなくなるはずです。

ですが、私たち日本という土地は、海に囲まれている以上、太陽光発電を支える架台の防錆研究を重ねなければ、

社会インフラとして成立しないと、私たちは考え続けています。

この日本で、長期的な社会インフラとして太陽光発電がより普及・定着してゆくために、

私たちは先進的な基礎研究・応用研究をやり続けるしかありません。

それこそが、ものづくりをするものとしての責務だと考えています。

太陽光発電が、一時的なブームに乗ったものではなく、いつまでも私たちの生活になくてはならない

真の社会インフラにしていくために、私たちは高品質・高耐久の商品を研究し続け、

終わりなき品質向上に努めていかねばならないと考えています。

研究を重ね、進化し続ける自社ブランド
「　　　　　　　」が目指すものは、
太陽光発電の真の社会インフラ化です。

全国各地で実施する大気暴露試験

新潟県直江津

沖縄県国頭村

沖縄県琉球大学敷地内大阪府松原市

三重県伊賀市

三宅島沿岸部

大気暴露試験　架台の耐久性のもとになるのは、その素
材となる金属や表面処理の特性そのものを知る必要があ
る。奥地建産は、複合体である金属を元素別に解析し、腐
食プロセスを遅らせる研究を重ね、経年劣化しにくい製品
づくりに役立て、長期保証を実現している。
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奥地建産株式会社 “考える”“つくる”“やってみる”
ソリューションメーカー。

応用技術・開発

特殊環境下での環境試験・研究

壁面傾斜設置型
太陽光発電システム実証実験

中部国際空港

積雪地帯での架台導入

富山県・新潟県

NEDO との共同研究

太陽光発電
多用途化実証プロジェクト

いわき明星大学敷地内

実践導入・検証

国内初Grid Parity
（電力の自給自足）型工場

弊社福島工場

高品質・高耐久の太陽光発電用モジュール架台を提供するために、

奥地建産では、革新的かつ先進的な実証実験を全国各地で取り組んでいます。

南北に長い日本列島、太平洋側と日本海側という気象差の激しいエリアを選定した実験よって、

奥地建産独自で得たノウハウ・データをもとに、新しい製品開発に活かしているのです。

長期的な太陽光発電システムの普及こそ、私たちが求めている循環型社会。

そして循環型社会で経済活性を実現していくことが、私たちの目標です。

そのために私たちは、研究、努力、開発をおしまず、貪欲に追い求めて続けていきます。

最先端の製品を提供し続けること。
それこそが循環型社会をつくること。

奥地建産は、NEDO（=国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）との共同研究と
して、太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクトに参画。「高耐久軽量低コスト
架台開発と最適基礎構造適用研究」をテーマに以下の発電コストの実現と実用を目指しています。

これまでもNEDOとは傾斜地での太陽光発電で共同研究を行い、架台・
施工技術ともに実用化を実現。傾斜地専用のサンキャッチャーも製品化
を実現しています。今回、この研究により実現させたいことは、高耐久化や
低コスト化技術等を開発することで、発電コスト低減に寄与し、奥地建産
が思い描く循環型社会を実現していくことです。そのために、実証実験によ
り開発する技術の有効性を検証し、実用化・事業化を早期実現すること
で、さらなる発電コスト低減を実現したいと考えています。

弱 強地盤強度

基礎・架台コスト

トータルコスト

最適な基礎・架台設計のコストバランス

12 13

・ ２０２０年…業務用電力価格並の発電コスト １４円/kWhの見通し
・ ２０３０年…基幹電源発電コスト並の発電コスト ７円/kWhを目指す



奥地建産株式会社 “考える”“つくる”“やってみる”
ソリューションメーカー。

さらなる進化のための研究開発 最後に

太陽光発電システム用架台、住宅用鋼製資材、太陽光トータルソリューション事業（システムインテグレーター）、

そのすべてにおいて、奥地建産は徹底した研究開発を続け、

「安心・安全を提供していく」という永遠のテーマがぶれることないよう、ものづくりに注力しています。

これまでよりも安全で安心できる、強く優れた製品に進化させることだけに注力し、

いつまでも求められ続けるものづくりを邁進しています。

また、いくら優れた製品を生み出すことができても、

常に供給し続けられる体制を構築することはメーカーとして当然のこと。

近年、各所で見られる未曾有の天災によって、製品供給ができないという最悪の事態を防ぐために、

事業継続マネジメントシステム（ISO２２３０１：２０１２認証）を構築しています。

これにより、材料調達のリスク分散はもちろん、

Grid Parity型の三重工場と福島工場の２極化による生産・供給機能のリスク分散、

BCMSの取り組みを通じた文化・風土づくりを促進した全員参加型の災害時初動対応の構築など、

いつ、どんなときも、何が起こっても、製品生産と供給が滞らないものづくりを実現しています。

こうした私たちの品質・体制構築の追求に過剰という文字はありません。

常にワンランクもツーランクもマージンをとったものづくりこそが、奥地建産のものづくりの真骨頂。

誰よりも厳しい視点を自分たちが持ち、私たちが納得できるものだけを市場に送り出していくのです。

ですから、奥地建産の製品、サービスには一切の妥協はありません。

他社では決してやらないこと、できないことにまで徹底的に研究を重ね、

終わりなき、品質へのこだわりを続けていくのです。

いつまでも求められ続けるために、
最も厳しい基準で自分たちを評価しています。

ＩＳＯ14001:2004　環境マネジメントシステム ISO9001:2008　品質マネジメントシステム

ISO2230１：2012　事業継続マネジメントシステムＩＳＯ10002：2014　苦情対応マネジメントシステム
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私たちが手がけていく製品やサービスが

これからも我が国を末長く支えることができるかどうか、

そのテーマを追求することこそ私たちが

事業を継続して続けていくための意味であり、使命だと考えています。

私たちの生活やインフラが発展していくことで、

私たち奥地建産が発展していくことこそが理想。

その理想が現実になることを祈り、少しでも近づけるように私たちはこれからも努力し続け、

事業を成長させていきたいと考えています。

そのためには、皆さまから常に求め続けられる存在にならなければなりません。

どうか、これからも私たち奥地建産の至らない部分や努力が足りないところは、

遠慮なくご指導を続けてください。

そのご指導を糧に、奥地建産さらなるブレイクスルーを起こし、

少しでも皆さまの事業を支え、それが我が国の未来に繋がってゆく

そんな事業をこれからも継続させ続けてまいります。

奥地建産の事業成長は、皆さまの事業と、
この国の未来と共に発展させてゆきます。


