な ぜ フォー カムラ ーナム なのか …
当社は製造施設や増築の設計と施工に関しての
貴重な経験を多く積んできました。
•

当社のスタッフとリソース(Resources)
を最大に活用しプロジェクトが円滑に運
ぶことを徹底します。

•

プロジェクトの品質、安全性、そして
スケジュールを守るための責任
(Responsibility)を経験より理解し
ております。

•

「ノーサプライズ」でお客様に
結果(Results)をお届けします。

私たちの責任
フォーカムラーナムではお客様の問題を解決し
ていく事に誇りを持っています。特殊なデザイ
ン、複雑な施工方法、短い施工期間など多くの
難しいプロジェクトの状況に対応してきまし
た。
私たちは建設のプロであり、常に真剣に取り組
んでいます。終始一貫確実な仕事をします。お
客様とお約束した内容は、お約束した通りサプ
ライズ無しでお届けします。」

プロジェクトの場所へ
どこへでも行きます！

• リソース
（RESOURCES）

マイケルD. サンダース、 P.E.
社長/CEO

ワシントン州タコマ

ルイジアナ州ニューオーリンズ

から

から

フロリダ州

ペンシルベニア州

レイクシティー

ユニオンタウン

•

当社の社員
全体で平均 25 年の勤務年数は組織内の精
神と文化を象徴しています。
•

私たちの目標
お客様とパートナーシップを築き、
最高のデザインと建設ソルーション
を見い出し、お客様のビジョンを現
実化することです。
•

当社の歴史
費用、スケジュール、品質と安
全に徹してきたことを実証して
います。

• 責任
（RESPONSIBILITY）
• 結果
（RESULTS）

フォーカムラーナム建設会社はエンジニアリング、
施工、施工管理をテネシー州ダイアーズバーグ本社
より行います。

• 1911 年から
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