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海外展開の主な取組

① 東南アジアにおける普及可能性に関する訪問
調査

② 海外からの訪日調査団に対するプレゼンテー
ション

※ （公社）立体駐車場工業会と連携実施



① 東南アジアにおける普及可能性に関する訪問調査

日本の駐車場政策（法体系 駐車場整備計画 附置義務駐車制度 技術基準 都市交通日本の駐車場政策（法体系、駐車場整備計画、附置義務駐車制度、技術基準、都市交通
の総合的な交通戦略等）の技術移転、日本の機械式立体駐車施設の普及等を目的に、各
国、各都市の行政部局幹部との協議、大使館・領事館への訪問、現地における駐車実態
の把握等を進めている。の把握等を進めている。

＜平成２３年度＞

【これまでの訪問国】

＜平成２３年度＞
シンガポール：陸上交通省 地方計画局長、経済開発庁他
マレーシア ：クアラルンプール市 都市交通局他

＜平成２４年度＞
インドネシア：ジャカルタ特別州交通局次長他
タ イ ：バンコク都建築指導部担当課長他タ イ ：バンコク都建築指導部担当課長他

ベトナム ：建設省技術インフラ局長他、ハノイ市建設局担当課長他、ハノイ市駐車場
株式会社社長他

＜平成２５年度＞
ベトナム ：ホーチミン市交通運輸局 道路交通整備・道路インフラ開発担当副局長他
ミャンマー：ヤンゴン市開発委員会委員、道路・橋梁技術部長他市開発委員会委員、道路 橋梁技術部長他



○今年度調査の状況（ベトナム、ミャンマー）

ホーチミン市役所との会議 ヤンゴン市開発委員会との会議

ホーチミン市内の交通状況 ヤンゴン市内の交通状況



○メンテナンスを含めたトータル技術をアピール
Our Policy Our Policy 22 Design/ConstructionDesign/Constructionyy

Consultation Design/Construction Maintenance

We provide consistent service through the lifespan of the systemWe provide consistent service through the lifespan of the systems. s. 
2.2. Design/ConstructionDesign/Construction

We can do advice good design for various usage with variety of sWe can do advice good design for various usage with variety of systems.ystems.
Also we have much experience for highAlso we have much experience for high--skilled construction projects skilled construction projects 

g
[High-rise Tower  Type] [Underground Type] [Multi Story Type] 

1.1. ConsultationConsultation

Incorporated in the buildings Space  optimization by using  
underground  area of  parks, 
offices etc. .

Maximize space for condominiums 

3.Maintenance3.Maintenance
We will advice proper design for your best operation, such as We will advice proper design for your best operation, such as 
number of car spaces  per unit, total layout for smooth traffic number of car spaces  per unit, total layout for smooth traffic 
flows.flows.

Ex. Design not recommended
2. Extension of  lifespan of the systems
1. Prevention of errors and breakdowns 

Maintenance service is key to proper and longMaintenance service is key to proper and long--term operation. term operation. 
We will support you for your worryWe will support you for your worry--free operation.free operation.

Too Many Car Lots with 1 Lift for 1 unit.

Ex. Design not recommended
3. Emergency back-up service 

→We will provide the best solution for user’s satisfaction!!    



② 海外からの訪日調査団に対するプレゼンテーション

日本の駐車場政策についての説明と合わせて 機械式立体駐車施設の現地視察 意日本の駐車場政策についての説明と合わせて、機械式立体駐車施設の現地視察、意
見交換等を実施。

【これまでの取組】

＜平成２４年度＞
シンガポール：国会議員団、公共住宅公社

ベトナム ：建設省技術インフラ局長等

＜平成２５年度＞平成 年度
韓国 ：国土交通部、交通安全公団

ベトナム建設省技術インフラ局長等への説明


