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会⾧あいさつ

2024年4月就職を目指す皆様こんにちは。私は代表取締役社⾧兼会⾧

の山﨑智博と申します。新卒就職の機会は、人生で一度きりの大事な

イベントです。皆様が希望通りの企業に、内定する事を祈念致します。

当社は1995年の創業以来、一貫して駐車場事業に携わって参りまし

た。当社が求める人材は、主力事業Smart Deck、AI Parking の営業職

です。我々はこの二つの事業を成⾧させ、2026年4月、株式上場を計画

しております。

この二つの事業は東京工業大学との産学連携開発で生まれました。AI 

Parkingは本年3月末に特許取得予定です。

今後も一年に一つのテーマを決め、産学連携を通じて、世の中に無

い『面白い事業』を創造して参ります。

世界では2050年のカーボンニュートラを目標に様々な取り組みが始

まりました。我々と関係の深い自動車業界ではエンジンから電動化へ

のシフト、仕入れ先で有る製鉄所では、熱源が水素やアンモニアへ変

わろうとしています。

現在は100年に一度のパラダイムシフト期です。我が社が取り組む現築

事業は、二酸化炭素排出削減に貢献出来ます。

2024年4月就職を目指す皆様こんにちは。私は代表取締役社⾧兼会⾧

の山﨑智博と申します。新卒就職の機会は、人生で一度きりの大事な

イベントです。皆様が希望通りの企業に、内定する事を祈念致します。

当社は1995年の創業以来、一貫して駐車場事業に携わって参りまし

た。当社が求める人材は、主力事業Smart Deck、AI Parking の営業職

です。我々はこの二つの事業を成⾧させ、2026年4月、株式上場を計画

しております。

この二つの事業は東京工業大学との産学連携開発で生まれました。AI 

Parkingは本年3月末に特許取得予定です。

今後も一年に一つのテーマを決め、産学連携を通じて、世の中に無

い『面白い事業』を創造して参ります。

世界では2050年のカーボンニュートラを目標に様々な取り組みが始

まりました。我々と関係の深い自動車業界ではエンジンから電動化へ

のシフト、仕入れ先で有る製鉄所では、熱源が水素やアンモニアへ変

わろうとしています。

現在は100年に一度のパラダイムシフト期です。我が社が取り組む現築

事業は、二酸化炭素排出削減に貢献出来ます。

当社は100年企業を目指しております。我々の仕事は大きく二つ

です。

・世の中の既得権益を壊す事。

・世の中の古い秩序を壊す事。

この二つの取り組みで、ゲームチェンジとイノベーションの創出を

行なって行きます。

世の中を変えられるのは、よそ者・バカ者・若者です。

・私は大分県出身のよそ者です。

・常識を嫌うバカ者です。

残念ながら私の若者の時期は過ぎました。

・若者とは皆さまの事を言います。

・若者とはまだ何者でも無いと言う事です。

・何者になるかは皆さま次第です。

今後の上場と、商品開発・販売で、若者の力を必要としています。

最終審査でお待ちしております。

当社は100年企業を目指しております。我々の仕事は大きく二つ

です。

・世の中の既得権益を壊す事。

・世の中の古い秩序を壊す事。

この二つの取り組みで、ゲームチェンジとイノベーションの創出を

行なって行きます。

世の中を変えられるのは、よそ者・バカ者・若者です。

・私は大分県出身のよそ者です。

・常識を嫌うバカ者です。

残念ながら私の若者の時期は過ぎました。

・若者とは皆さまの事を言います。

・若者とはまだ何者でも無いと言う事です。

・何者になるかは皆さま次第です。

今後の上場と、商品開発・販売で、若者の力を必要としています。

最終審査でお待ちしております。

﨑

株式会社GOURIKIコーポレーション
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会社概要
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1995年の創業時、登山者の荷物を背負い、道案内をする「剛力」にあやかり、剛力建設と命名しまし
た。これは、建設業を通じて、お客様のご負担を少しでも軽くしたいという思いからです。

設立：1995年12月

資本金：8,000万円

事業内容：機械式駐車場の解体・平面化

     コインパーキングシステム開発

     卸・小売事業

事業拠点：東京都江戸川区／千葉県習志野市

社員数：17名

    約30名(グループ連結）
※2023年1月末時点



沿革
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当社は創業当初、機械式駐車場メーカーの下請けとして新規設置やメンテナンスに携わっていましたが、駐車場

需要の低下により設置工事だけでは将来先細りになる恐れがありました。そこで新たに機械式駐車場を解体して

平置き駐車場に変更する鋼製平面駐車場「SMART DECK」を開発。当社の主力製品となったSMART DECKは、

駐車場空き区画が増加している現代社会のニーズにあった製品として顧客の圧倒的な支持を得ています。

1995年12月 有限会社剛力建設を設立

2001年4月 建設業許可取得

2005年4月 機械器具設置業取得

2006年5月 株式会社に商号変更

2013年7月 SMART DECK 販売開始

2016年4月 卸・小売事業参入

2016年10月 江戸川南葛西こども食堂を開店

2019年12月 東京工業大学との産学連携開始

2020年2月 特定建設業取得

2020年3月 SDが千葉元気印大賞 優秀技術賞受賞

2020年4月 AI Parking リリース

2020年5月 習志野新工場完成

2022年12月
株式会社ＧＯＵＲＩＫＩコーポレーション
に社名を変更

2023年1月 習志野第２工場完成



私たちの目指すESG経営とは？
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「Environment（環境）」「Social（社会）」「Governance（管理体制）」
を同時に実現する経営の在り方であるESG経営を実践私たちGOURIKIコーポ
レーションは、環境汚染や社会的規範、コーポレートガバナンスの遵守を重
視した経営を目指します。

「Environment（環境）」「Social（社会）」「Governance（管理体制）」
を同時に実現する経営の在り方であるESG経営を実践私たちGOURIKIコーポ
レーションは、環境汚染や社会的規範、コーポレートガバナンスの遵守を重
視した経営を目指します。

環境

Environment

ガバナンス

Governance

社会

Society

ー ESG経営 ー



社名変更について
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2023年、新たなスタートをきります。

社名は変わりましたが、創業時の精神を貫き、これからもお客
様のために、汗をかき続ける、ごおりきで有り続けたいと考え
ております。

剛力建設 GOURIKIコーポレーション

創業後、27年が経過し、SDGsへの貢献や、

ESG経営が求められる社会情勢に合わせ、

弊社の業務内容も、ただモノをつくる建設

業の枠を超えて変容してまいりました。そ

こで弊社は、100年企業を目指し、2022年

12月に、社名から建設を省き、株式会社剛

力コーポレーションに社名変更して、再ス

タートを切りました。
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減 築 業 へ の 挑 戦

2015年に採択されたSDGsを潮流として、企業には社会課題に

対する具体的な取り組みが強く求められています。しかし未だ

に大量生産・大量消費の時代を背景としたビジネスモデルによ

り収益を上げている企業も多く、本業を通じたサステナビリテ

ィに対する貢献は十分とは言えない状況です。

大量生産・大量消費のビジネスモデルからの脱却
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GOURIKIが出した結論は、『減築業』への挑戦

でした。時代に合わなくなったものを減築し、新

しい価値を生み出す。ビジネスを通した社会課題

解決に貢献することでESG経営を実践します。



事業紹介
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弊社の主力製品「SMART DECK」は、
設備の老朽化や空き区画が増えて不要と
なった機械式駐車場を解体・平面化する
ためのソリューションです。

AIパーキングは「AIカメラ」と「エッジ
コンピューティング」により使用機器を
大幅に削減することで駐車場運営効率を
飛躍的に高めます。

機械式駐車場解体平面化 駐車場時間貸しシステム

ー スマートデッキ(SD) ー ー エーアイパーキング(AIP) ー

次の中核製品
主力
製品

Next core 
product

いずれの製品も「減築」というコンセプトで開発しました。
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主力製品 SMART DECK は業界シェアNo.1
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鋼製平面化業界シェアNO.1の実績 1,900台以上の施工実績
「SMART DECK」製品投入から10年。今では業界シェアナンバー１の地位を確立し、日本の主要エリア
において数多くのお客様にご利用いただいております。その数は台数にしてすでに1,900台以上。 国内で
もトップクラスの実績を迎えるまでになりました。2020年はコロナ禍の影響で計画を下回ったものの、
その後は順調に受注を伸ばしています。

首都圏の納入先

施工台数の推移

継続的に成⾧
を続けている



２０２２年度は過去最高の売上を達成

昨年、2022年度は大きく飛躍し受注台数が600台を突破しました。自社工場を核とした製品づくりによ
り、部材のクオリティ、工事品質の確かさが業界や顧客の間で口コミで広がり指名での見積り依頼が増
加、急激にシェアを広げており、業界シェアナンバー１の地位を確固たるものとしています。
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2倍
達成

車離れやEV車の増加を追い風に将来性の高い業界

1,000台という目標を

一緒に達成するための

仲間を募集しています！



主な取引先一例

取引法人の一部

－ 管理会社 －

東急コミュニティー

－ 管理会社 －

三菱地所コミュニティ

－ 管理会社 －

大和ライフネクスト

－ 管理会社 －

三井不動産レジデンシャル
サービス

－ 管理会社 －

東京建物アメニティ
サポート

－ 管理会社 －

ナイスコミュニティ

－ 管理会社 －

スターツアメニティー

－ 管理会社 －

ダイヤモンド
コミュニティ

－ 管理会社 －

レーベン
コミュニティ

－ 立体駐車場 －

フジパスク

※ 敬称略、順不同

･･･他、多数

－ 立体駐車場 －

日本駐車場救急
サービス

－ 立体駐車場 －

新明和工業

－ 立体駐車場 －

サノヤス

－ 管理会社 －

清水総合開発

－ 管理会社 －

伊藤忠アーバンコミュニ
ティ

－ 立体駐車場 －

ファム

－ 立体駐車場 －

新明和パークテック
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分譲マンション管理組合 ビル・賃貸マンションオーナー



車離れやEV車の増加を追い風に将来性の高い業界
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SDGｓの観点から日本

でも2035年までにガソ

リン車の新車販売禁止

分譲マンションの機械

式駐車場に充電スタン

ドがないことが問題視

SMART DECK で平面

化した後にEV車充電ス

タンドを設置して解決

機械式駐車場の維持管理には高額な維持費用が必要です。さらに駐車場の空き区画の増加によって、
駐車場オーナーのしきんぐりが厳しくなっています。こうした社会的背景から機械式駐車場の解体平
面化市場は今後も、急速に拡大していくものと予測されます！

I. 人口減や若者の車離れ

II. シェア自動車の増加

III.車高の高い自動車の増加

IV.充電スタンドの不足

機械式駐車場の解体が進むこれだあけの理由



習 志 野 工 場

2023年、さらに生産能力を強化する
ために第二工場をオープンしました。

業界NO.1 最先端工場稼働中

現場での測量のあと、各現場仕様の設計図にあ
わせて加工されます。無駄な在庫を持たず、最
新鋭の加工機械で速やかに加工され、積み替え
などのロスなく現場へ直送されています。

第２工場
オープン

16



SMART DECK 概要
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不要となった機械式駐車場を解体・撤去し、独自に開発した

「SMART DECK」で平面駐車場に変更します。機械式駐車場

を維持した場合と比較して維持費用を９０%以上削減。車の高

さや大きさに制約されないバリアフリーな駐車場、不足する駐

輪場やバイク置き場への用途変更やＥＶ充電装置設置などでバ

リューアップすることにより資産価値向上を図ることがご提案

ポイントです。

点検口

昇降ハシゴ
点検用のハシゴです。
原則として地下空間
は利用できません。

車止めの後方に点検
口を設置します。

EV充電スタンドを車
止めの工法に設置可
能です。

EV充電スタンド



SMART DECK の施工イメージ

独自に開発した「SMART DECK」は機械式駐車場の設置環境に左右されずに、安全・迅速に機械式
駐車場を解体して平面化します。駐車場の空き状況にあわせて、敷地内駐車場の一部解体・平面化
をご提案します。

不要となった機械式駐車場

SMART DECK で平面駐車場に！
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砕石で埋め立てる工法と比較して、安全か
つ短時間で平面化を実現します。



SMART DECK の施工過程
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SMART DECK の組み立て

機械式駐車場を解体・撤去

完 成

「SMART DECK」は、
機械式駐車場を解体、撤
去したあとにできる地下
空間に、柱や梁、デッキ
をプラモデルのように組
み立てて平面駐車場にリ
ニューアルします。

時代に合わなくなった機械
式駐車場を減築することで
新しい価値を生み出します。
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次世代時間貸し駐車場システムAIパーキング



AI Parking 概要
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「Al Parking」はフラップやセンサー、精算機などこれまで必要と
されてきた設備を大胆に削減。各車室の検知・課金はIPカメラと
エッジPCに集約、情報は即座にサーバーに送られリアルタイムで
可視化される。支払いは現地QRコードからのオンライン決済で
キャッシュレス化することで集金業務も必要ありません。イニ
シャルコストの抑制はもちろん、ランニングコストも大幅削減、
駐車場運営効率を飛躍的に高める革新的スマート駐車場システム
です。

車両ナンバー認識システム

車室認証システム

「Al Parking」概念図



AI Parking に関する特許取得
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この特許により、産学連携で取り組んできた弊社の技術力が高く評
価され、時間貸し駐車場システムの分野において競争力を強化する
ことができました。今後も、お客様によりよい製品を提供するため
に、一層の研究開発に努めます。

「時間貸し駐車場システム」に関する特許取得

■特許番号
特許第７２２３９６２号

■発明の名称
車室認証プログラム及び車室認証装置

2023年2月、次世代時間貸し駐車場システムの研究開発に取
り組む中で、以下の特許を取得しました。



AI Parking :業界初の【１円パーキング】を企画
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「コインパーキングは１０分いくら」そんな常識を打ち
破る、業界最安（当社調べによる）の「１円パーキン
グ」。１円パーキングは「１分＝１円」という圧倒的な
コストパフォーマンスで、これまでのコインパーキング
の料金体系を打ち破る革新的なコインパーキングサービ
スです。「１分１円」の課金は当社が開発した「AIパー
キングシステム」により可能にしました。

当社が企画する「１円パーキング」はこれまでのコインパーキングの料金体系の常識を打ち破る革新
的なコインパーキングサービスです！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/0
00000002.000108925.html

プレスリリースはこちらから
ご覧いただけます。

https://youtu.be/k1JayT6S3CI

10月13日(木）放送のTBSテレビ『THE TIMES』「週刊！お金
ニュース」のコーナーにて、１円パーキングが紹介されました。

多くのメディアに取り上げ
ていただいています。
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2023年度、全国で１５０ヶ所の新規オープンを予定しています。

AI Parkingは続々オープンしています！

「１円パーキング」第一号として2022年9月28日より当社が運営
する『SD上尾上町駐車場』（埼玉県上尾市上町2-11-19）



カルチャーカルチャー
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産学連携
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ⅮⅩ時代においては、常に最新の情報、最新の技術を導入し続けることが必要と考えています。
そのためには、ベストなパートナーと共同研究をする必要があると考えています。２０１９年
より、当社では東京工業大学をパートナーとして産学共同研究を進めています。

積極的にパートナーと共同研究をおこない独自製品を開発

「３Ⅾ図面自動生成システム」を２０２０
年４月に完成させ、これまで設計事務所に
外注し２週間程度要していた設計図作成工
程を１日に短縮しました。

「３Ⅾ図面自動生成システム」を２０２０
年４月に完成させ、これまで設計事務所に
外注し２週間程度要していた設計図作成工
程を１日に短縮しました。



CSR活動：子ども食堂

27

江戸川区南葛西子ども食堂
毎週水曜日１７：００~なくなり次第終了

GOURIKIコーポレーションでは、平成７年より、CSR活動の一貫として、本社ビルからほど近い、
江戸川区南葛西で「こども食堂」を運営しています。

現在は感染症対策のため、
お弁当の配布をおこなっています。

こども食堂

CSR活動は、企業が社会的責任を果たし社会や環境にプラスの影響を
与えることが求められる現代において、必要不可欠なものとなっています。

https://kodomo-shokudo.tokyo/



新卒採用
2024年度
新卒採用
2024年度
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GOURIKIコーポレーションが求める人材と仕事
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主力製品である「SMART DECK」の売上拡大を基盤に、当社ではさらに将来を見据えて建設業の枠を超えた新
しいマーケット創造に向けた取り組みをおこなっています。具体的には東京工業大学等と連携し、産学連携で
「次世代時間貸しシステム」や「オンライン決済自販機」の開発など新しいサービスを次々と生み出していま
す。独自サービスを開発することで、新しいポストが生まれダイナミズムある組織づくりを実現していきます。
入社後はまずは「SMART DECK」の営業に携わって技術や知識を身につけて頂きますが、いずれは新しい
サービスを企画して、当社を牽引するような新規事業の責任者として活躍していただくことを期待しています。

まだ世にない製品（０⇒１）を生み出す喜び!

【 経営者目線 】

• リスクを機会と捉え挑
戦する人

【 自主性 】

• 失敗量＝行動量

• 成功する迄やり遂げる
人

【 能力の把握 】

• 自身の弱みを探さず強
みをを伸ばす人

求める人材

仕事内容



仕事内容：SMART DECK の営業
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当社の主力製品「SMART DECK」の主な顧客は分譲マンションの「管理組合」です。マンション

管理会社や管理組合理事から自社ホームページを通してお問合せをいただくので、必要に応じて現

地調査をおこなった後に見積りを作成します。その後は顧客からの要望に応じて理事会や総会など

に参加するなど受注に向けた活動をおこなっていただきます。当社は業界シェアナンバー１の強み

を持つため、お問い合わせの多くは指名でのご依頼です。そのため飛び込み営業などの無理な営業

活動は不要です。そして自ら目標を考え行動する組織づくりを目指しているため、堅苦しい業務報

告や厳格な社内ルールなどはありません。新入社員の皆さまには焦らずにじっくりと仕事を覚えて

いただくことが可能な職場です

業界No.1の知名度があるので無理な営業活動は不要です！

【みなさんにはこんな仕事をしていただきます。】



仕事内容： AI Parking の営業
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【みなさんにはこんな仕事をしていただきます。】

次の中核製品として期待している「AIParking」は、東京工業大学との産学連携共同開発に

よって生まれた画期的な駐車場システムです。主な顧客は、駐車場運営会社や土地オーナー等

です。

システム導入のご依頼があれば顧客のニーズを把握して総合的な提案をおこないます。提案に

あたっては、必要に応じてお客様との打ち合わせや現地調査をおこなっていただき、受注後

は、工事の手配等をおこないます。

また、新規取引先開拓のために、本社周辺地域の不動産業者やオーナーへの営業活動もおこ

なっていただきたいと考えております。「AIParking」はまだまだ発展途上にありますの

で、新入社員の皆さまの自由な発想で営業活動をおこなってください。



選考フロー
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その他、応募や採用に関するご質問等ございましたらメールにてお問い合わせください
y.satou@gouriki-kensetsu.com「採用担当」宛
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学生向けインターンシップ
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当社では今年度、通年でインターンシップを開催します！

選考参加の有無、学年を問わず参加可能です。

将来性の高い業界に少しでも興味のある方、

実際に体験してみて自分に向いているか

判断したいという方のご参加をお待ちしてます！

別途24卒説明会へエントリー頂いた方は採用マイページよりインターンシップ

をご予約いただけます

https://gouriki-kensetsu.com/company/recruit/

■下記インターンシップページよりエントリーいただけます！



募集要項
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募集職種 営業職

給与(初任給) 月額28万円（固定残業 30 時間を含む）

諸手当 交通費全額支給、資格取得支援制度(国家資格1級取得100万、2級取得50
万）

賞与 年1回（4月）

勤務時間
9:00-17:00（休憩時間：６０分）
テレワークを推奨しているので、仕事に慣れてきたら毎日出社する必要
はありません。

休日休暇 年間休日120 日 土、日、祝、育児休暇、産前産後休暇、

慶弔休暇、夏季・冬季休暇、平均有給取得日数 15 日

福利厚生
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度

配属 内定後に行われる面談 に よ り 事業責任者と綿密に協議を行い、皆さん

が早期にご活躍できる配属先を決定いたします。


