
K ＋ MAX ＝   KMAX

ケイ・マックス

K・M×
社長 河野宗則＝ タクシー

会社
みたい…

社名の由来

宗則 → M → MAX

揚重事業の始まり

建設2030サミットに参加しました！

1997年、弊社は揚重業の会社として始まりました。
ケイ・マックスの名前の由来は社長の河野宗則から当初は『K・M』と
いう案が出ましたがタクシー会社の様だ…との意見が挙がり、何か
いい案はないかと考えました。
当時は英語タイトルの曲が流行った時代で、アーティストのMAXも
全盛期でした。そこから、『宗則』の『M』の部分を『MAX』に変え、
『ケイ・マックス』となりました。

2019年12月、日本SHOKUNIN総研主催の建設業の未来の在り方を
考えるイベントに参加させていただきました。
当社でも大きな課題である人材不足をどう解消していくか、各社のご意
見を拝聴しまして、当社でもどの様に取り入れられるか模索しています。
中でも、今後は女性や外国人を採用し、機械を有効活用する事で人
材不足を解消するという話は大変興味深く、イベントで拝見した
『ボードを運び、貼っていくロボット』は衝撃的でした。
弊社もロボットに負けないよう現状に驕らず、『作業の質』を向上し、邁進
していく所存です。

会社設立当初から、会社の経営理念は変わらず『会社の利益の前に、作業員・従業員の働く環境を整え、作業員・
従業員の満足度向上があり、お客様の満足度に繋がる。それらを満たした先に会社の利益がある』。
当社では作業員の満足度を調査する部署があり、作業員の困りごとはその部署が集め、改善・検討しています。ま
た、昨年にはお客様の満足度を調査する部署も立ち上げ、お客様にはお忙しい中お時間をいただいてお困りごと
を聞いて回り、改善を図っております。
23年間、弊社がやってこられたのも、いつもお引き立ていただいている皆様のおかげで御座います。
今後ともお客様に喜んでいただけるサービスを提供出来るよう尽力して参ります。

毎々格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
NEWS LETTER Vo.1NEWS LETTER Vo.1

キレてるキレてる

ケイ・マックスケイ・マックス

キレてるキレてる

知っておくと使える（かもしれない）豆知識

社員・作業員インタビュー

～東京タワーは本当は333ｍではない？～

東京タワーの高さは333ｍと覚えている方も多いのではないで
しょうか。実は東京タワーの正確な高さは332.6ｍ！ 四捨五入す
ると333ｍですが、ちょっとした豆知識として覚えておくと話のタネ
になるかもしれませんね。

～東京タワーは階段で登ることが出来る？～

東京タワーの展望台までエレベーターで昇るのと同料金がかかりま
すが、高さ150ｍ、約600段の階段を昇ることが可能。時間にして
約10～15分ほどで昇れてしまうこの階段は土日祝日の11：00～
16：00まで解放されており、予約等も不要です。
昇りきると非売品の『ノッポン公認昇り階段認定証』が貰えます。
また、高さ115ｍ付近にはテレビ番組の企画でペンキ塗装をした
ビートたけしさんの直筆サインがあるので是非チャレンジしてみて
はいかがでしょうか。ノッポン公認昇り階段認定証

2006年 ブレイクダンスが趣味であった片山は、
 筋トレの為に株式会社ケイ・マックスの揚重部署へ
 作業員として入社

2009年 揚重2課が立ち上がる際、その指導力を買われ、
 新人指導の為に揚重2課へ異動

2012年 躯体工事部へ異動し、工事の面白さにハマる

2014年 技術・知識・指導の熱を買われ、躯体工事部の
 管理者にスカウトされる

2019年 統括部に異動になり、統括直下で
 お客様からの 『こんなこと出来る？』
 に全力でお答えする業務を行う
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氏名： 片山 裕貴（かたやま ゆうき）

所属： 統括部 管理者　　

入社： 15年目

ケイ・マックスでやりたい事
どこに行ってもお客様の『これは出来る？』に
ある程度、応えられる人材を育てていきたい

車やオートバイが好き！部品のカスタマイズも好き！
カスタマイズは仕事での知識や経験が活きてる感じがしています。プライベート

経歴と業務内容



重量工事部～止水扉の搬入～
2018年10月、日本一の水産物取扱量を誇る東京の築地市場（中央区）が、最後の取引を終え、83年の歴史に幕
を下ろした頃。当時、サポート工事部でバリバリ現場を回っていた遠藤が、新設の『重量工事部』に大抜擢された。
今回は巷では有名な遠藤の現在の活躍を紹介させていただく。

動画で見たい方はYouTubeにて『株式会社ケイ・マックス』をご覧ください。
チャンネル登録もぜひお願いします！

リアルな活躍の様子はお隣り

EN
D
O

重量工事部って
いったい何をしているところ
なんでしょうか？

レポーター

レポーター

レポーター

レポーター

ひとの力では運べない重い物を
機械で運んでいるんですね。

重量工事部が何してるか？
そのまんまだよ。重量物運んでるんすよ。

100キロ以上するような重量物を
人力で運んだら人工もすげーことになるし、
その分金額もいっちゃうっしょ？

……。　す、すごいお仕事を
されているんですね

人数揃えても連携がちゃんと取れないと危ないし。
うちの社長、機械好きで色々持ってんのよ。
それを使って運べば安全だし金額も抑えられるってわけ。

メカを操るオレ、かっこよくね？

YouTube上げたら小学生に大人気っしょ！
大人になったらケイ・マックスで
働きたいって思う子供も増えるかもしんないし、

オレ、すごくね？
オレ、すごくね？

エ、エエ…　す、すごいです…　

現場では遠藤指揮のもと、安全を第一に作業を行っています。
重量物の搬入・搬出のご用命ございましたら、
また、遠藤に会いたくなった方は、ぜひ弊社にご依頼ください！

中重量物階段運搬
サイトURL ：
heavyweight.jp

台車に扉を積み込んでる
とこだけどユニック操る
オレ、

かっこよくね？

階段搬入終了！横移動の積
み替え中。
指示して監督してるオレ、

階段運搬中、上で機械で
吊ってるオレ、

かっこよくね？

やっぱかっこいいわ～
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