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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。 
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ワシントン州タコマ

から

フロリダ州

レイクシティー

ルイジアナ州ニューオーリンズ

から

ペンシルベニア州

ユニオンタウン

プロジェクトの場所へ 
  どこへでも行きます！ 

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。」

• 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。

マイケル  D. サンダース、P.E. 

社長/CEO 
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フフフォォォーーーカカカムムム   ラララーーーナナナムムムででで始始始まままりりり………   

事の始まりは 

信頼を築くことでした。 

それは今日までも続いて 

ナカテツ マシーニング 

テクノロジーズ 

Koyo USA 
光洋精工 

アメリカンレールカー

私たちはお客様の最大のソース(Source)となり、当社

のリソース(Resources)により優れたサービスと満足

感を終始一貫してご提供いたします。 
 
• ターンキーソルーション 

• 敷地選定/インセンティブ交渉 

• 全体計画 

• プロジェクトの設計要件整理 

• エンジニアリング設計 

• 設計施工一貫工事 

• LEED ® 
 認定プロフェッショナル 
• 設計管理 

• 施工性の確認/分析 

• 施工 

• 施工管理 

• 生産機械据付 

• リースバック 

• 生産機械の移転・再据付 

• ビルド・トゥ・スーツ型 設計、施工 
アルバートコルバー

1911年に始まり50年代半ばから60年

代そして今日まで、フォーカム  

ラーナム私有企業体制を維持 
し、fast-track 設計・建設を専門と 
する建設会社として全米を舞台に活

動してきました。当社の fast-track 
方式はお客様の建物を迅速にそして

経済的にご提供を可能にします。 

当社は多大なるリソース(Resources)

と責任(Responsibility)を持ってお

客様に最高の結果(Results)をご提供

いたします。そのように１００年間

貫いて参りました。 
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NSK ステアリング システムズ 

フォーカムラーナムは幅広い業種、規模、そして 

複雑な施設の設計・施工を行ってきました。 

私たちはfast-

track設計・施工方式に精通しており、 
生産/組み立て、工業、物流施設、食品加工/冷蔵冷

凍倉庫などをアメリカ全土で建設してきました。 

プロジェクトリストの一部: 
 
一般工業/生産工場/組立工場 

ベカルト・スチール 

ブリヂストン 

ブリッグス＆ストラットン 

カーライル・シンテック 

キャタピラー 

クロロックス 

ダウ・ケミカル 

エマソン電機 

ジョンソン・コントロールズ 

コーラー 

日産自動車 

三洋電機 

清水工業 

ティッセン・クルップ 

ウエスターン・コンテナ 

ワールプール 

 

物流施設 

ベアー・ペイント 

コマツ 

マーヴィン・ウインドーズ 

タッパーウェア 

ウォールマート 

RR ドネリー 

シェリング・プラウ 

ケベコール・ワールド 

ラッセル・ストーバー・キャンディー 

 

食品加工/冷蔵倉庫 

ADM/マーサ・ホワイト 

チャームス/トゥッティーロール 

コカコーラ 

ジミーディーン・フーズ 

ナッシュビル・レフリジレーション 

ピクトスウィート・フローズン・フーズ 

ピナクル・フーズ・グループ 

プロクター・アンド・ギャンブル  

サラリー・フーズ 

スリム・ファースト 

タイソン・フーズ 
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