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設計・施工 担当
新　装大阪府門真市

2015年1月OPEN

ユルギ歯科医院

設計・施工 担当
新　築大阪府箕面市

2015年2月OPEN

箕面の森 整形外科クリニック

設計・施工 担当
新　装大阪府摂津市

2015年5月OPEN

ひとつや薬局

設計・施工 担当
新　装大阪府門真市

2015年5月OPEN

整形外科 せいのクリニック

設計・施工 担当
新　装大阪府摂津市

2015年5月OPEN

南摂津メンタルクリニック

設計・施工 担当
新　装大阪府大阪市

2015年6月OPEN

上本町画像診断クリニック

設計・施工 担当
新　装兵庫県川西市

2015年7月OPEN

はるな薬局 阪急川西駅前店

設計・施工 担当
新　装滋賀県草津市

2015年7月OPEN

由良クリニック眼科分院

設計・施工 担当
新　装大阪府大阪狭山市

2015年7月OPEN

きりの診療所

施工 担当
移　転大阪府豊中市

2015年7月OPEN

笹岡医院

設計・施工 担当
移　転大阪府豊中市

2015年7月OPEN

ありたき小児科

設計・施工 担当
新　装大阪府豊中市

2015年7月OPEN

あおき・まるやまクリニック

設計・施工 担当
新　装兵庫県姫路市

2015年9月OPEN

とのもとクリニック

設計・施工 担当
移　転兵庫県尼崎市

2015年9月OPEN

渡部眼科

設計・施工 担当
大阪府大阪市
2015年8月OPEN

スティア薬局

設計・施工 担当
大阪府池田市
2015年9月OPEN

つじの骨粗鬆症・整形外科クリニック
新　装

新　装
設計・施工 担当

大阪府高槻市
2015年9月OPEN

かえる薬局
新　築

施工 担当
新　装

設計・施工 担当
兵庫県芦屋市
2015年10月OPEN

吉田薬局 芦屋店
新　装

設計・施工 担当
大阪府大阪市
2015年12月OPEN

整形外科 月山クリニック
新　装

設計・施工 担当
大阪府豊中市
2015年12月OPEN

かげやまクリニック
新　装

設計・施工 担当
新　装大阪府豊中市

2015年12月OPEN

松本外科・胃腸内科医院

大阪府大阪市
2015年9月OPEN
設計監理：（有）スタジオS.E.A 一級建築士事務所

施工 担当
新　装大阪府大阪市

2015年9月OPEN
設計監理：（有）スタジオS.E.A 一級建築士事務所

茶屋町レディースクリニック本町 有本乳腺外科クリニック本町

設計・施工 担当
新築・移転大阪府大阪市

2015年10月OPEN

三上クリニック 第一分院

設計・施工 担当
新　装兵庫県神戸市

2015年11月OPEN

ヒロセ薬局

設計・施工 担当
新　装大阪府豊中市

2015年5月OPEN

はるな薬局 蛍池店

設計・施工 担当
移　転大阪府大阪市

2015年5月OPEN

すずきクリニック

新装・移転
案件

2015年

I n f o rmat i on

設計と施工の枠組みをこえて
トータルな知識と熱い想いで、これからも。

株式会社コンパス 代表取締役　

長 渡  和 久

近年、以前にも増して、既存のクリニックや薬局の改装や大規模改
修依頼を多く承っております。ご継承や、ご移転、建物の維持、老朽
化対策等による大きなご相談もございますが、患者様に喜んでい
ただき増患したいというご相談や、ベビーカーや車椅子利用者が
増えてくる中での動線改善や、省エネ設備（照明・エアコン・水廻り）

が一般化してくる中での環境を意識されたご相談もございます。
ご相談の多くは、“一日でも閉院日数を短くするため”、連休の工事
とさせて頂くことが多く、改修時期のご要望も重なりがちになってき
ておりますので、希望時期の半年前を目安にご相談を頂ければ幸
いです。

afterafter

before

クリニックの改装事例

設計・施工
継承・改装大阪府枚方市

2015年9月

竹広内科
afterafter

before

設計・施工
改　装大阪府守口市

2015年5月

守口長尾会クリニック

afterafter

before

設計・施工
改　装大阪府八尾市

2015年5月

清心会メンタルクリニック
afterafter

before

設計・施工
継承・改装兵庫県神戸市

2015年4月

とみさわクリニック

いつも、コンパス、そして、弊社のスタッフ
を支えて頂きありがとうございます。
早いもので今年も年末を迎えることとな
りました。前に進めていくべきこと、立ち
止まって考えるべきこと…本当にいろい
ろありましたが、皆様のおかげで、弊社が
少しずつですが、成長できていると実感
し、心から感謝しております。

さて、弊社の前身である近畿総合装飾は
父が１９６７年に創業し、再来年で50周年
を迎えさせて頂くことになります。
よって、来年は、弊社にとって、近畿総合
装飾、コンパスを含めた業務体制やグル
ープ体制の強化、築７０年を超える既存
社屋の建て替えなど、50周年を前に多く
の事業が目白押しとなっております。

そうした節目を前に、現在、弊社では、ホ
ームページの全面改装を進めております。
今回は、“弊社の建築的なノウハウと経営
のご参考になる情報を提供させて頂くホ
ームページ”と“弊社の社風、お客様の
使い勝手、メンテナンス窓口などをまとめ

たホームページ”の二つを作成させて頂
いております。特に後者においては、今
後、普段、お世話になっております皆様に
もご協力をお願いしなければいけない部
分も出てくるかと思いますので、その節
はよろしくお願いします。
（公開は来年の1月末～2月頃を予定し
ております。）

また、昨年より、本格的に取り組ませて頂
いております戸建クリニックの分野も、私
と外注スタッフにより、順調に実績を重ね
させて頂いております。それにより、これ
まで皆さまからのご要望があっても、お断
りをすることが多かった戸建住宅の設計
施工などにも対応できる体制になりまし
たので、機会がございましたら、是非、お
声かけ頂ければと思います。

来年も社会情勢が不安定な中、いろいろな
波が押し寄せる一年になるかと思います。
本年同様、お気にかけて頂ければ幸いで
す。来年もどうぞよろしくお願いします。

デザイン共同監修：（有）エレガントソウル

設計監理：瀬尾建築設計事務所



建築部 部長

前 薗  浩 幸

建築部

酒 井  繁 兼

建築部

三 林  王 明

設計部

五百藏  雅子

営業部 課長

石 井  展 子

設計部

呉   芝 瑜

設計部

上 田  真 央

2015年も大変お世話になりました
。

専務取締役

長 渡  武 史

2015年も残すところ、あと1ヶ月となり
ました。恒例行事となってきた弊社のク
リスマスツリーも、先日、打合せ室に登
場し、寒空の街から会社へ帰ってくる僕
たちを温かく迎えてくれています。
今年もおかげさまでたくさんのクリニッ
クさんや薬局さんとご縁を頂くことがで
きました。心よりお礼を申し上げます。
　
私が入社して、今年で11年が経ちまし
た。メンバーも、ご縁頂く数も、当時の
倍以上となりました。皆様にかわいがっ
て頂きながら、少しずつ会社が大きくな
り、また社会的な使命や責任も大きくな
っていく中で、社長以下、メンバーたち
と話をさせて頂いているのが、“これま
でのコンパスの大切な部分を活かしな
がら、次の段階へと脱皮をしていける会
社になろう！”ということです。
　
私が好きな言葉があります。『愛し合うとい
うことは、互いが見つめ合う事ではなく、

二人が同じ方向を見つめていることだ』
これは、サン・テグジュペリという作家さ
んが、結婚をする二人にあてた格言で
すが、私は、会社や組織もそうあるべき
だと思っています。
　
お客様たちと同じ方向を見て、お客様
の為に頑張ることのできる会社であり
続けたい。スタッフみんなが、同じ方向
を見て、成長していくことのできる会社
であり続けたい。
到達点（ゴール）はなく、ずっとずっと見
えない山頂に向かって、きっとこの山頂
にあるものはこういう景色だろうと、みん
なで話し合いながら、来年も今年よりも
楽しく、しっかりとした仕事ができる会社
であることができるように、スタッフ一
同、同じ方向を見て頑張ってまいります。
　
本年も本当にありがとうございました。
来年も引き続き、お引き立てのほど、宜
しくお願い致します。

本年もお引立て頂きありがとう
ございました。
おかげさまで、新規ご開業物件
を中心に、ご継承の大規模リニ
ューアル物件での御用命も多く
頂いた一年となりました。
ご継承物件では、大先生の一名体制から、大先生と若先生の二名
体制へと移行され、スタッフさんの動線等のご意向もお聞かせ頂
き、患者様の導線も大きく変わって戸惑いのないようにと、多面に
わたるお打合せを経て、工事をさせて頂きました。
今後とも、竣工・お引き渡し時には先生から笑顔が頂けますよう、ま
た、ご開院後には患者様からもあたたかいお言葉が頂けますよう、
邁進してまいります。
来年も、引き続きお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

本年も数多くの仕事の依頼を頂
き誠に有難うございました。
新規開業・移転開業・改装・メンテ
ナンス工事等、たくさんのクリニ
ック様・薬局様を今年も担当させ
て頂きました。

グループ会社から移籍して5年が経ち、営業・設計スタッフを介さず
仕事の依頼や相談のご連絡を頂ける事も非常に増えて参りました。
ご要望されている依頼内容に応える事はもちろんの事、医療建築を
専門にした会社としてプラスアルファのご提案をもっともっとしてい
けるように、更なる知識の習得と経験を積んでいきたいと存じます。
携わるクリニック様・薬局様に喜んで頂けるように、営業・設計・施
工スタッフが一体となりプロジェクトに携わることのできる弊社の
強みを生かし、来年も頑張って参ります。
一年間ありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。

去年入社し、社会人2年目に突
入しました。去年より、お客様と
の打合せ、業者さんとのやりと
り、担当させて頂く物件数は一
気に増え、すごく充実した一年
でした。もちろん分からないこと

はまだまだいっぱいあり、皆さんにご迷惑をおかけしながら、
日々勉強しています。
皆さまのおかげで｢日本語も以前より流暢になったね！｣と最近よ
く言って頂きます。
また、自分が担当させて頂いている物件のお客様からありがとう
の声を聞いた時は、本当に嬉しく、｢よしっ！もっと頑張るぞ！｣の気
持ちも湧いてきます。一年間ありがとうございました。来年も引続
きよろしくお願い致します。

いおろい

ご し ゆ

本年もあっという間に年末の挨
拶ですね。
今年も、新規開業・移転・継承改
修…様々な診療科目・個性豊か
な先生・御家族…沢山の出会い
がある一年でした。
紙のレイアウト案を、詳細に絞り込み、実際に出来上がった時に機
器や備品がぴったりはまっていく、照明とインテリア全体が調和す
る、皆様に喜んで頂くのがインテリアプランナーの醍醐味です。
皆様が将来、コンパスに設計施工を依頼された事を、良かったと思
い出して頂ける様、メンバー共々日々勉強です。

私は2000年にコンパスに入りまし
たので、今年で15年になります。
いつも思うのですが、もし今私が
少しでもお客様の役に立ってい
るとしたら、そのクリニックづくり
の知識や経験は、これまでの15年間に私が出会った、先生方、開
業支援の皆様、協力業者の皆様から教えて頂いたこと、学んだこ
との積み重ねのおかげです。
今まで育てて頂いたこと、本当に感謝しております。ありがとうご
ざいます。
そして、今年も本当に多くのお客様、関係会社の皆様にお世話にな
った一年でした。今まさにお打合せさせて頂いている皆様が私に教
えて下さっていることも、しっかり受け止めて、今の案件に、そして
この先の新しいクリニックづくりに活かしていきたいと思います。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。

今年の３月に縁あってコンパ
スに入社し、もうすぐ一年が
経とうとしています。
この一年間、学びの場を与え
てくださいましたお客様、右
も左も分からない私にご指導くださいました協力業者様、本当に
有難うございました。弊社ホームページで私の紹介文に書かせ
て頂いていますように、無限のスポンジのような吸収力と、転ん
でもただでは起きない前向きな姿勢で、日々精進して参ります。
来年も引き続きご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

建築部

眞 田  優 香

本年も数多くの新装・改装物件
の工事に携わらせて頂きありが
とうございました。
様々なお客様からの要望や想
いに対してお応えできるよう精
一杯努力してきたつもりでしたが、至らなかった事もあり反省の多
い一年でもありました。
建築部の仕事は物件が仕上がってからお客様に評価され、お引き
渡し後からお客様と直接関わっていく部署でもあります。
お客様との信頼関係を大切に考え、失敗した事やご迷惑をおかけ
したお客様の声を真摯に受け止め、仕事に活かしていけるよう精
進していきますので、来年もどうぞよろしくお願い致します。

営業部

鈴 坂  知 己

今年もたくさんのお仕事を頂き、
本当にありがとうございました。
協力会社として3年間の期間を
経て、今年4月から正式にコン
パスの一員となりました。
今までは主に工務を担当してお

りましたが、今後は営業へとシフトすることになります。工事のこ
とだけでなく、広い視野を持ち、様々な角度から良いご提案がで
きるように、日々勉強を積み重ねて参ります。若干、年食った新入
社員ではありますが、新しい風と共に、夢を持って牽引することが
使命と思っております。
まだ医療のことは駆け出しの為、至らぬ所もございますが、先生・
スタッフ様の思いや、患者様の満足をたくさん叶えられるよう努力
致しますので、ご指導の程お願い致します。

設計部

中 村  典 子

本年も大変お世話になりありが
とうございました。
担当させて頂く案件も年々増
え、新装だけでなく、リニューア
ルや改装、拡張と幅広いお仕
事をさせて頂く機会も多い一

年でした。コンパスだからこそ、の設計が出来るよう皆で考え、学
びながらの毎日です。
私事ではございますが５月に入籍し、仕事はもちろん主婦業も完
璧にしたいと、時に焦り空回りする事もありますが、周りの皆様の
支えもあり無事に１年を終えることが出来そうです。
「まじめに楽しく前向きに」をモットーに更に成長した一年になる
よう、来年も頑張って参ります。よろしくお願い致します。

早いもので、年末のご挨拶を
させて頂く時期となりました。
皆さまいかがお過ごしでしょ
うか？
本年も沢山のお客様、協力会
社様に支えて頂き、本当にありがとうございました。
入社して３年目を迎え、医療設計の面白さが分かってきたように
思います。来年は「感謝の気持ち。謙虚な心。」を大切に、課題に
精一杯取組み、お客様のお役に立てるようになりたいと思いま
す。来年も宜しくお願い致します。

設計部

小 川  高 志

本年も大変お世話になり、ありがとうござい
ました。
入社2年目になり、昨年よりも1つ1つの物件
に深く関わらせていただく機会も多くなって、
嬉しく感じています。先生方とお話させて頂

く中でも、悩んだり乗り越えたりを繰り返し
て、先生の想いに沿うご提案が出来るよう、
「日々成長！」を胸に、頑張っております。
また、先輩社員や業者さん、メーカーの方々
からも、図面上の設計だけではなく、実際の
現場の納まりや施工上の段取りのこと等、た
くさんの学びを得ました。
来年も、先生方の理想により近いクリニックづく
りに携わっていけますよう、日々頑張って参りま
すので、どうぞよろしくお願い致します。

アシスタント

小 谷   茜

本年も大変お世話になりました。
昨年に比べさらに数多くのお客様から什器・備
品のご要望を頂きました。待合のソファーや診
察用のイスなど、患者様が使われるものだけ
でなく、クリニックのスタッフさんが使われる備

品（テーブル、イス、ラックなど）に至るまで、
細やかなご提案をさせて頂きました。
これからもお客様にご満足していただけるよ
うに、『すばやく・細やかで・正確な』ご提案を
していくよう努めてまいります。
今年は、メンバーも新たに2名増え、総勢14名
の大所帯となり、各々のアシスタント業務が大
変になりましたが、これからもより一層お客様
の満足・信頼にお応えしていくよう頑張ってい
きます。今後とも何卒よろしくお願い致します。
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