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株式会社コンパス 代表取締役
長 渡  和 久

近年の暖かな気候により、夏が長くなった分、年末が来るのがとても早くなったように感じます。
コンパス通信の原稿を書いていると、“あっ”と言う間の一年だったと実感するのと同時に、
今年も皆さまに支えて頂けたことに対して、心より感謝の気持ちがこみ上げてくる次第です。

弊社がクリニックや調剤薬局のお仕事を始めて、今年で15年となります。
最初は何も解らない状態から、多くの方に、ご助言やご助力を頂き、これまでで300件を超える
新装や改装をお手伝いさせて頂きました。
メンバーも当初は、私だけでしたが、１人増え、２人増え…と、今では10名のスタッフとともに
働かせて頂いております。彼らも最初は、私の手を焼かせる存在でしたが、今では各々が専門
分野において、私以上の力をつけつつあります。
そこで7月からは、設計やお見積り、現場の打合せなどを弟である専務を中心に、建築部門を
前薗が、設計部門を石井がまとめる体制に組織を変えつつあります。

私自身は、新規開拓を中心に動く所存ですが、いつも弊社を支えて頂いております皆さまにも、
実務以外でお会いできる機会や、お話をお聞きできる機会を作っていければと思います。
今のコンパスの良い所、今後変えていった方が好ましい所など、ご教示頂ければ幸いです。

また、ホームページのブログ（http://compass-co.com/blog/）、
Facebook（http://www.facebook.com/compass.co）にて、
コンパスの活動や取組みなどのご紹介もさせて頂いておりますので、一度ご覧下さい。

今後も皆さまのお役にたてる会社を目指して、スタッフ一同、邁進させて
いただきます。
来年も株式会社コンパスをどうぞよろしくお願いします。

白鳥歯科診療所
兵庫県姫路市　2012年1月OPEN

〔設計 担当〕

髙橋脳神経外科クリニック
大阪府吹田市　2012年4月OPEN

〔設計・施工 担当〕

クラモト皮膚科
兵庫県洲本市　2012年1月OPEN

〔設計・施工 担当〕

まつだ眼科クリニック
兵庫県神戸市　2012年4月OPEN

〔設計・施工 担当〕

泌尿器科いとうクリニック
大阪府東大阪市　2012年5月OPEN

〔設計・施工 担当〕

こばやし腎・泌尿器科クリニック
兵庫県西脇市　2012年5月OPEN

〔設計・施工 担当〕

寿山会 ホームケアデンタルクリニック
大阪府東大阪市　2012年5月OPEN

〔設計・施工 担当〕

ながおか歯科クリニック
京都府京都市　2012年6月OPEN

〔設計・施工 担当〕

豊原医院
大阪府豊中市　2012年6月OPEN

〔設計 担当〕

津田耳鼻咽喉科クリニック
大阪府吹田市　2012年7月OPEN

〔設計・施工 担当〕

瀬尾クリニック
京都府京都市　2012年7月OPEN

〔設計・施工 担当〕

石田メンタルクリニック
大阪府堺市　2012年8月OPEN

〔設計・施工 担当〕

やすふく歯科クリニック
大阪府堺市　2012年8月OPEN

〔設計・施工 担当〕

整形外科きょうたにクリニック
大阪府大阪市　2012年9月OPEN

〔設計・施工 担当〕

森内科クリニック
大阪府吹田市　2012年10月OPEN

〔設計・施工 担当〕

片山内科クリニック
兵庫県伊丹市　2012年10月OPEN

〔設計・施工 担当〕

みらいクリニック
大阪府東大阪市　2012年10月OPEN

〔設計 担当〕

尼崎駅前メンタルクリニック
兵庫県尼崎市　2012年10月OPEN

〔設計・施工 担当〕

メイプルこどもクリニック
兵庫県芦屋市　2012年10月OPEN

〔設計 担当〕

秋桜会ファミリークリニック
大阪府大阪市　2012年11月OPEN

〔設計・施工 担当〕

ひだまり・ひだまり＋
プラス

大阪府茨木市　2012年11月OPEN
〔設計・施工 担当〕

むろさきクリニック
兵庫県伊丹市　2012年12月OPEN

〔設計・施工 担当〕

コンパス
通信

2012年 新規・移転ご開院案件



本年もあとわずかを残すこととなり、街中にはクリスマスツリーが飾られ、師走の温かい雰囲気が感じられる
時節となりました。
今年も皆さまにご愛顧頂きましたおかげで、弊社スタッフ一同にとっても充実した学びを得ることの出来る
一年となりましたことを心より御礼申し上げます。
私個人におきましては、本年より取締役専務という重要な役職を拝命し、弊社代表の兄、和久とともに弊社
のこれから歩むべき道を模索しながら、そしてお客さまや協力関係者方々にとって弊社が必要な存在とされ
続ける組織であるために、その道の一歩を踏み出した一年となりました。個人的に節目となるこの年に、私個
人の弊社に対する想いも含めて、下記の思い出を本年の皆さまへのご挨拶の言葉に代えさせて頂きます。

私どもの父、弊社の母体を創業した代表は17年前に悪性中皮種で他界を致しました。
幼き頃、父と週に一度の墓参が私の習慣であったのですが、その墓参の折、仕事に忙しい父に私はこのように尋ねました。『どうしてそん
なにたくさん、遅くまで仕事をするの？』。父はその言葉にこう返しました。『たくさんのお客さまに“ありがとう”と言って頂ける。そして社
員さんたちが成長していく。そして自分たちもごはんを食べていけることができる。そんなに素晴らしいことはないじゃないか』。時には
思い悩むことも当然あったと思いますが、仕事のことをとてもにこやかに楽しく話す父を私は本当に誇りに思っていました。
母体の創業より45年を経て人員構成も変化していく中、一貫して弊社スタッフの仕事に対する想いは、この創業者の仕事に対する想い
に通ずるものがあり、その想いを持ったスタッフこそが弊社の一番の財産なのだと思っております。
これまでにお仕事をさせて頂きましたお客さまからも、実際の使い勝手をもとに多くのご意見や追加のご依頼を頂いております。その中
には日進月歩で進化する医療の変化に纏わることもあれば、患者さまの変化に纏わることなどもございます。私どもはこれらのありがた
い声をも糧に、これからもお客さまに“ありがとう”と言って頂ける仕事をし、お客さま（ドクターの方々や働くスタッフの方々）の想いはも
とより、お客さまのお客さま（患者さま）にも“ありがとう”と言って頂ける空間創りをしていくために、その経験やノウハウを今に止まるこ
となく、新しい知識を学びながら、今より高いものとしていくために日々研鑽をしていこうと思います。
本年も多くの方々にご指導を頂きながら、良き1年とすることができたことを重ねて御礼を申し上げます。
最後になりましたが、皆さま方におかれましてもくれぐれもお身体をご自愛くださいませ。
来年も株式会社コンパスを宜しくお願い致します。

取締役専務 長渡 武史

本年は昨年に比べ多くの先生方とお打合せ
させて頂き、大変お世話になりました。ありが
とうございます。今年から一人で担当させて
頂くようになり、とても充実した勉強になる一
年でした。来年も充実した一年を送れるよう、
新しい知識や情報を身につけ、先生方へご提
案させて頂きたいと思います。

設計部 岩田谷 由香

本年も、お引立ていただきありがとうございました。
新規ご開業を柱に、大小様々なリニューアル等のお手伝いもさせて頂きました。これを機に、先生・スタッフ
さまのご自宅のリフォームなどにも声をかけて頂いたり、さらには、お友達やお知り合いの方までご紹介頂
けたりと、皆さまに輪を大きく広げて頂き大変感謝致しております。
その中から、皆さまの笑顔を頂き、次なる活力とさせて頂いております。
今後とも、皆さまの笑顔をより多く頂けるよう、先生・スタッフさま・患者さま等、皆さまの声をお聞かせ頂
き、より良いクリニックづくりを目指してまいります。
来年も、引き続きお引き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

建築部 部長 前薗 浩幸

設計部 課長 石井 展子

本年もお世話になり、ありがとうございました。
本年は待合のイスを追加でご注文頂いたり、
什器に関するご相談を頂く事が多い一年でし
た。その他改装のご相談等ございましたら、お
気軽にご連絡くださいませ。今後共よろしく
お願いします。

アシスタント 小谷 茜

本年は大変お世話になりました。来年も引き
続きよろしくお願い致します。先生方やスタッ
フの方々の理想とされる空間づくりをお手伝
いできるよう、又、コンパスらしさにあふれる
魅力的なプランニングやデザイン提案をして
いけるよう頑張っていきます。

設計部 小原 典子

本年もお世話になりありがとうございました。
一人ひとりのお客さまの期待に応えられるよ
う努力して、満足して頂ける仕事が出来るよ
うがんばります。来年もたくさんのお客さま
のお役に立てるように、日々勉強し、知識の向
上に努めたいと思います。

建築部 酒井 繁兼
今年も多くの仕事をご依頼を頂きありがとうございま
した。各現場で一緒に仕事をさせて頂いた、ドクター、
スタッフの方の思い描いているクリニックのイメージ
をどこまで形にする事が出来たかはわかりませんが、
引き渡し時にありがとうと言葉をかけて下さった時は
安堵感とお手伝い出来たという達成感に浸る事が出
来ました。来年度も今年以上の依頼を頂けるように社
内スタッフ、業者さんと協力していきたいと思います。

建築部
さんばやし

いおろい

三林 王明

今年も数々の物件をご依頼いただきまして、
ありがとうございます。その後使い勝手等は
いかがでしょうか？多くの物件を設計・施工し、
お客さまの満足度を得ることで、私たちも大
きな幸せを頂いております。これからも技術
の向上と、知識の向上にはげみ、お客さまの
ご期待に添えるようがんばります。よろしくお
願いします。

設計部 三好 秀明
本年もお世話になりありがとうございます。今年は新
規開業はもちろんですが、より良い場所、より広い場
所へ移転、より患者さんの為を考えて改修等の相談を
多くいただきました。今使い易い点や、気に入っている
事、改善したい点を、一緒に実際に見ながら教えて頂
き、これ以上の勉強はないと感じております。新たな
事へチャレンジされる先生方のパワーに負けぬ様、よ
りよい設計が出来る様に日々勉強して参ります。

設計部 五百藏 雅子

いつもお世話になっております。

紙面をお借りして申し訳ございませんが
私儀、1月20日付をもって退職することとなりました。
入社以来、公私にわたりまして絶大なるご指導と
ご鞭撻をいただき、大過なく今日を迎えることができました。

ひとえに皆さま方のご懇情のお蔭と心より感謝しております。

後任の窓口は、長渡武史(取締役専務)とさせて頂きます。

今後とも株式会社コンパスを末永くお引き立ての程、
よろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、皆さまのご健勝とご活躍をお祈り申し上げ、
お礼かたがたご挨拶申し上げます。

本当に有難うございました。

相談役

小畠 尚之

引退の
ご挨拶

相談役

小畠 尚之

引退の
ご挨拶

新規開業や改装の先生方とお打合せさせて頂く時、いつも今までお世話になった先生方と作ってきたレイ
アウト、細かく打合せさせていただいた必要寸法や家具の仕様、投げかけていただいたたくさんのご質問、
おしかりを受けたこと、オープンしてから改良した点や修正したポイント…など一つひとつ思い返しながら
お話させて頂いています。その度に今あるコンパスのデザインは今までの先生方に成長させていただき、
作ってきたんだと実感しています。また、初回お打合せの際にこれまでの施工事例のご紹介をさせて頂き
ながら「○○先生の所もされたんですね」と話が進むことも増えてきました。今年もそうしていくつかの医
院を手がけさせて頂きました。本当にお世話になり、ありがとうございました。今まで大切にしてきた「先生
やスタッフ、患者さんも使いやすい動線を意識したクリニック」に加え、新しい取組みが求められていること

も実感した一年でした。設計課のスタッフは今、積極的に新しい素材を使ったり、展示会に出かけて知識をつけようとしています。
来年は機能＋安全に加えて新しさも意識したクリニックづくりをしていきたいと考えています。
来年も引き続きお世話になります。よろしくお願い致します。

TopicsTopics

導入のメリット

こばたけこばたけ

■ 診察にも影響が出ない自然な昼白色　■ 1本あたりの明るさが一般の蛍光灯と変わりません
■ 導入後、3～6年程度で初期費用+電気代の収支を逆転可能（電気代は蛍光灯使用に比べ半分以下）
■ 長寿命（10時間/1日使用で10年以上の寿命）　■ 放熱率が低く、エアコン負担も減り、環境に優しい
■ 今の器具を使用し球のみの交換改造（無駄なゴミが出ない）　■ 交換工事はほとんどの物件で1日で可能
■ 器具は安心の国産品で5年保証（メーカー保証：エコトラストジャパン）

クリニックにも導入できる高品質LEDランプを提案し始めました。クリニックにも導入できる高品質LEDランプを提案し始めました。

※詳しくは弊社スタッフまでお問合せください。導入に当たってのシミュレーションをご提案いたします。

コンパススタッフからのメッセージ
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