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通信コンパス
2016年　新装・移転案件

設計・施工 担当新装

大阪府堺市 2016年2月OPEN
ぽかぽかこころクリニック

設計・施工 担当新装

京都府京都市 2016年9月OPEN
あきデンタルクリニック

京都府京田辺市 2016年10月OPEN 2016年10月OPEN
新田クリニック

設計・施工 担当新装

大阪府豊中市
かりん薬局

2016年11月OPEN

設計・施工 担当新装

大阪府豊中市
サエラ薬局千里中央店

2016年7月OPEN

新装

大阪府岸和田市
クスベ医院

2016年10月OPEN

設計・施工 担当新装

大阪府高槻市
渡部眼科 高槻クリニック

設計・施工 担当

兵庫県神戸市 2016年9月OPEN
西崎眼科医院

設計・施工 担当新装

兵庫県西脇市 2016年10月OPEN
きはら心療クリニック

設計・施工 担当新装

大阪府岸和田市 2016年7月OPEN
ニューロン薬局岸和田店

設計・施工 担当新装

兵庫県尼崎市 2016年8月OPEN
武居レディースクリニック塚口院

設計・施工 担当新装

兵庫県三木市 2016年9月OPEN
さかい皮フ科クリニック

施工 担当

設計 担当

設計 担当

新装

兵庫県尼崎市 2016年4月OPEN
ほんじょう整形外科クリニック

設計・施工 担当新装

滋賀県大津市 2016年5月OPEN
しろやま赤ちゃんこどもクリニック

設計・施工 担当新装

兵庫県尼崎市 2016年5月OPEN
おくもとクリニック

設計・施工 担当新装

兵庫県尼崎市 2016年5月OPEN
べっしょ眼科クリニック

設計・施工 担当新装

兵庫県尼崎市 2016年1月OPEN
むらた耳鼻咽喉科クリニック

設計・施工 担当新装

大阪府吹田市 2016年4月OPEN
いわな整形外科

新装

兵庫県尼崎市 2016年6月OPEN
もりむら眼科

設計・施工 担当新装・移転

設計・施工 担当新装・移転

新装・移転

新装・移転

新装・移転

設計・施工 担当新装

2016年6月OPEN
まつもと眼科

設計・施工 担当新装

大阪府吹田市 大阪府岸和田市 2016年7月OPEN
さかもと内科クリニック

設計・施工 担当新装

大阪府守口市 2016年4月OPEN
たにがわ整形外科クリニック

2016年12月OPEN

設計・施工 担当新装

大阪府大阪市
よしだクリニック

設計監理：アルアート建築研究所

施工：（株）プラントン

施工：（株）芝野建設
2016年6月OPEN大阪府吹田市

中村歯科医院

2016年11月OPEN

新装

大阪府寝屋川市
医療法人喜蓮会 きた眼科香里園

2016年10月OPEN

設計・施工 担当

大阪府大阪市
元気薬局

設計・施工 担当

2016年11月OPEN

新装

大阪府吹田市
はるな薬局豊津駅前店

2016年12月OPEN

設計・施工 担当

大阪府大阪市
思温第二クリニック

設計監理：栗原設計室

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。 2016
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専務取締役

2016年も大変お世話になりました。

2016年もあと残りわずかとなりました。本年も多くのお客さまと新しいご縁
を頂きましたこと、また弊社を見守ってくださっている長いお付き合いの
お客さまから、多くの相談を賜りましたことを、心より御礼申し上げます。

昨年、社命を受け、経営者としての学びを深め、これからの会社づくりに
ついて膝を向けて考えるため、一年間、毎月東京のほうへ通わせて
頂いておりました。その学校では、経営数字面はもちろんですが、歴史
という時間軸の中で各々の世代で果たしてきた（果たすべき）役割、
そして、価値観や文化の流れに向き合わせて頂ました。またこの学び
は、会社という組織単位からだけではなく、長渡家という家族単位の
歴史軸下にある私自身の為すべきこと、継ぐべきことについても気づ
かせて頂くことができた機会でした。

私事になりますが、自家の歴史には、父方祖先の多くが建築や商いに
携わり、母方祖先は、医師の家系であり、今、私たちが“医療を専門と
した建築”に携わらせて頂いているのも、何かの縁があり、その昇華、
融合に人生を注ぐことは一つの自家の歴史のまとめであると、強く感じ
ることができました。また、私は、誕生時、口唇口蓋裂をもって生まれて
おり、私自身が、“医療”がもたらす恩恵を受けて、今を生きております。
私は、多くの方 に々支えられてきました。

今、コンパスは若いスタッフも増え、未来にわたって、良質な医療環境
を構築できる会社であることができるようにと、その人財育成をさせて
頂いております。
弊社がこれからも続く長い時間軸の中で、多くの方々にとってお役に
立ち、必要とされる会社であり続けるために、来年もメンバー一同、
お客さまと、そしてその場所をご利用される方 に々とって居心地の良い
空間づくりを頑張ってまいりますので、引き続き、本年と変わらぬご指導
ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

長 渡  和 久
皆さま、今年も、弊社及び弊社のスタッフを支えて頂き、ありがとう
ございます。おかげさまで、本年も残り僅かとなってまいりましたが、
皆、元気に年を越せそうです。

本年は、ホームページを全面的にリニューアルさせて頂きました。
これまでのホームページでは、弊社の施工実績や設計の考え方を
前面に出していましたが、今回は、スタッフやお客さまを前に出して
おります。これまでは弊社の強みが、数やノウハウであると考えて
いたのですが、実績が600件を超えた今、弊社の強みはスタッフで
あり、お客さまであると思えたからです。皆さまにも、一度、ご覧頂き
たいのですが、お客さまご紹介のコンテンツにつきましては、今後も
増やしていきたいと思いますので、是非、ご協力頂ければ幸いです。

又、今年は、コンパスの設計社員２名、近畿総合装飾（親会社）の
総務社員１名の合計３名の女性社員のお腹に新しい命が授かり
ました。この内、設計の1名はつわりの酷さに、一旦、退職することとなり
ましたが、あとの２人は、父が親会社を創業して以来、初めて、産休を
取らせて頂くこととなりました。こうした変化は、社内の固定化された
考えを見直すきっかけとなり、少しづつ、多様性が増してきたように
感じております。

さて、来年は父が親会社である近畿総合装飾を創業して50年目と
なります。社史を編纂していると、現在まで多様な個性を持った先輩
方が弊社をつくってきてくれたこと、そして、本当に多くのお客さま
や多方面の皆さまにサポートして頂くことで、50周年を迎えることが
できるのだということを実感するようになってきました。

来年は、そうした皆さまに感謝しつつ、新たな次の50年へのスタート
の年としたいと思います。皆さま、これからもよろしくお願いします。

課長 石 井  展 子

この一年も本当にお世話になりありがとうございました。
コンパスも、クリニック専門という立場で居続けるためには、
常に更新していく姿勢が問われていると実感する一年
でした。医療の業界が日進月歩で変革していく中、私たち
も新しい知識、取り組みへの学びが必要だと実感して
おります。コンパスにも新しいスタッフが増えてきました。
新しいスタッフが一日も早く一人前になれるよう日々の
業務を通して学ぶことはもちろんですが、私を含めベテラン
のスタッフも、今まで持っている知識や経験に満足する
ことなく、新しいことを積極的に取り入れ、改善が必要な
ところは素直に正して、「さすが専門だね」と評価を頂け
るように、全員で取り組み続けます。

また、ご開院から年月を数え、設備や内装の更新について
のお問合せを頂くことも増えてまいりました。何かあった
ときの相談先としてコンパスを頭に置いてくださっている
こと、クリニックの変化をずっとコンパスで見させて頂け
ることのありがたさを、対応させて頂きながら本当に嬉し
く思っております。また、気づいたときにいつでもコンパス
へお知らせ頂けるように、この度弊社のホームページ
お問合せ欄に、メンテナンスや施工後のご相談専用ページ
も設けさせて頂きました。是非ご利用ください。

若手スタッフの育成も兼ね、担当スタッフの引き継ぎを
させて頂くことはございますが、引き続き会社全体で対応
を続けてまいりますので、何かございましたら遠慮なく
お知らせください。お待ちしております。

株式会社コンパス
代表取締役 長 渡  武 史

営業スタッフ

係長 鈴 坂  知 己

主任 小 谷   茜
本年もあと残りわずかとなりました。気がつけば、コンパスに入社
して10年目に入ります。私が入社した当初はスタッフ6名の
小さな会社でしたが、この10年の間に、たくさんの仲間が加
わり、総勢18名の大所帯となりました。
引き続き、コンパススタッフのアシスタントとして、弊社業務の
縁の下の力持ちとなれるように、頑張ってまいります。

また私は、アシスタント以外に、待合室のソファや什器備品の
ご提案担当もさせて頂いております。“収納を増やしたい”、
“待合のイスを一新したい”…等のご要望ございましたら、ぜひ
ご相談ください。本年もお世話になり、本当にありがとうござい
ました。来年もよろしくお願い致します。

今年もたくさんのお仕事を頂きありがとうございました。
昨年度は主に工事を担当させて頂きましたが、今年度からは
営業担当としてプロジェクトの初期段階から参加させて頂く
ことになり、たくさんの方々に支えて頂きながら、多くの経験を
積むことができた勉強の一年でした。

来年は更に意欲的に勉強を重ね、先生・スタッフさま、そして
地域にお住いの患者さまに安心して喜んで頂けるクリニック
づくりができるよう努力致しますので、来年も引き続きご指導
のほどよろしくお願い致します。



compass-tsushin 2016

係長 係長五百藏  雅子
本年は設計課メンバーのおめでたが続き、自分自身が関わら
せて頂く案件も増え、例年にも増して、目まぐるしく一年が過ぎ
ようとしています。

私は以前新装させて頂いたお客さまの新たな出店や改修、
また新規開業の医院新装･移転等の御紹介を頂き、担当させて
頂きました。

弊社は営業･設計・施工の各部署から一名ずつが案件に関わり
ますが、設計業務では、かゆいところに手が届くような女性視
点でのご提案を心がけております。
これからもより一層お客さまの満足・信頼にお応え出来るよう
頑張ります。末永く宜しくお願い致します。

いおろい

小 川  高 志
本年も大変お世話になりました。今年は、本業の設計業務
以外にも、弊社ホームページの“設計セカンドオピニオン”
サイトの立ち上げや、社長執筆の書籍出版のフォローなど、
新しい分野のお仕事に携わらせて頂き、視野を広げること
に繋げることができた一年間でした。

また、ＳＮＳなどを通して、多くのお客さま、医療関係者の
方 と々知り合え、たくさんのことを学ばせて頂いた一年となり
ました。ご縁を頂きました皆さま、ありがとうございます！
来年も、「相手の方の立場に立って物事を考える」ことを
大切に、皆さまのお役に立てるよう、頑張ってまいります。
来年も宜しくお願い致します。

中 村  典 子
本年もあっという間に年末に差し掛かって参りました。
大変お世話になりありがとうございました。昨年のコンパス通信
では入籍のご報告、本年は、来年１月より産休に入らせて頂く
ご報告となります。

この一年を振り返ると、担当させて頂く案件数の多さからか、
本当に一年が目まぐるしく過ぎていった印象ですが、全ての案件
について新しい課題があり勉強の日々でした。初めての試みも
たくさんありました。

これまで約９年間、先生方、ご紹介先の皆さま、協力業者の皆
さま、各メーカー担当者の皆さまから教えて頂き、学んできた事
は知識となり糧になっており、大変感謝しております。
しばらく会社を離れることになりますが、育休明け、戻ってきました
際には、また変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い致します。

設計スタッフ

上 田  真 央
本年も大変お世話になり、ありがとうございました。
入社3年目となり、昨年よりも多くの物件を担当させて頂く
中で、お客さまに喜んで頂けたり、新しく学びを得ることが
できたりと、とても充実した年を過ごさせて頂きました。
一方で、失敗してご迷惑をおかけしてしまうこともあり、反省
を糧に新しい学びを得ることもたくさんあった一年でした。

もっと経験を積んで、皆さまに喜んでいただける仕事が
できるように頑張って参りますので、引き続き来年もよろしく
お願い致します。

北村 オサユキ
本年も様 な々お仕事をさせていただき、感謝しております。
私は、主に新築案件等の戸建プロジェクトに参画させて
頂いております。
コンパス戸建分野の立ち上げに向かって、コンパススタッフ
との連携をしていく中で、本分野に対する体制づくりがほぼ
完成したのではないかと感じております。

これからも先生方や地域の方々に喜んで頂き、地域環境
とも融合をさせることのできる戸建ならではのご提案プラン、
そしてひとつ上の現場を常に意識し、がんばって行きたい
と考えております。来年も引き続き宜しくお願い致します。

烏 野   舞
初めて年末のご挨拶をさせて頂きます。
良き縁に恵まれ、今年の５月から設計アシスタントとして
勤務させて頂いております。

これまで育児中心の生活だったので、この半年はすべて
が新鮮で、毎日があっと言う間でした。まだまだ不馴れな
ことが多く、社の先輩方に助けられながらの毎日ですが、
一つひとつの経験を大切に、昨日よりも今日、今日よりも明日、
より良い仕事をできるようにと思っております。
今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。

からすの

川 床  亮 子
今年６月に入社し、気付けば年の瀬を迎えようとしてい
ます。毎日多くのクリニックの図面を前に、分からないこと
だらけですが楽しく仕事をさせて頂いています。

これまで建築関係の仕事をしてきたもののこれほど専門性
の高さを感じたことはなく、日々 勉強、圧倒されています。

これからも技術を磨き、お客さまに伝わるような良い仕事を
していきたいです。来年もどうぞよろしくお願いします。

かわとこ

中村 典子＆呉 芝瑜
産休のお知らせ

おめでとう！

設計スタッフの中村 典子、呉 芝瑜が産休に入ります。
元気な赤ちゃんに会えるのを楽しみにしています！

ホームページを
リニューアル
いたしました！

2016年3月ホームページを全面リニューアルいたしました。
より見やすく、より使いやすいサイトとなるよう、さらに運営を
進めて参りますので、どうかよろしくお願いいたします。

ご し　ゆ

スマホ・タブレットにも
対応しています
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部長 前 薗  浩 幸

本年も、お引き立ていただきありがとうございました。

例年の様に新規ご開業物件を柱に、改装物件・継承
物件・ご自宅の改装物件等も多くご依頼頂きました。
改装物件・継承物件につきましては、物件数・規模共に
年々多くの大規模でのご依頼を頂けております。
新規ご開業後に患者さま数も順調に伸びていかれ収納
等のスペースの拡張であったり、ご継承前後での2診体制
や使用勝手の変更・表装のリニューアルであったり、と
様々なご要望を頂きました。
改装・継承の波を感じることのできる一年となりました。

また、本年は女性スタッフがキンソウグループで3名（内
コンパス2名）がお子さまに恵まれ、とても幸せを感じること
の出来る一年となりました。
この3名の女性スタッフが皆“産休”というかたちで、戻って
来てくれる意思であることもありがたく思っております。

おかげさまで、来年、弊社母体のキンソウグループは50
周年を迎えることとなります。
コンパスも若手スタッフの入社が増えていく中で、その
教育・指導を充実させ、更なる節目へ向けて、邁進して
まいります。

今後とも、皆さまの変わらぬご愛顧を頂けます様、よろしく
お願い申し上げます。

眞 田  優 香
本年も大変お世話になりありがとうございます。
入社2年目となり、「先輩の後ろをついていく」から「先輩に
後ろについてもらいながら自分でやってみる」へ変化して
いくなかで、様々な壁に突き当たった一年でした。
その度に、お客さまや協力業者さま、そして先輩社員に
助けて頂きました。心よりお礼申し上げます。

この一年間で学んだことを糧に、「コンパスにお願いして
よかった！」と思って頂けるクリニック・薬局を目指して、今後も
精進して参りますので、来年も引き続き宜しくお願い申し
上げます。

係長 三 林  王 明
今年も数多くの物件に携わらせて頂き誠に有難うございました。
私事ではございますが、8月に沢山の方に祝福して頂き、結婚
させて頂きました。準備期間が短い中、無事に式を挙げる事が
出来たことは、本当にたくさんの方に支えて頂いているからだと
実感できる一日でもありました。

私がこの時に感じた、“この人達に依頼して本当に良かった、出会
えてよかった”と感じた気持ちを忘れる事なく、今度は私が仕事で
出会うお客さまに、弊社に依頼して良かったと今まで以上に感じて
頂けるように、日々 勉強・経験を積み重ねて参りたいと存じます。
一年間有難うございました。来年もどうぞ宜しくお願い致します。

課長 酒 井  繁 兼
今年も数多くのクリニックの開院・改装のお仕事をさせて頂き、あり
がとうございました。今年はゼネコンさん等の建築中の物件に、
テナント工事という立場で常駐して現場管理をする仕事が多か
ったので、一つ一つの物件に長く関わることができました。

毎日の朝礼でのラジオ体操やゼネコンさんとの工事打合せ、搬出
入車両の調整等、通常のコンパスで行う単独のテナント工事とは
また違って新鮮でした。また、各ゼネコンさんによっても現場の進め
方や雰囲気も違ったので、コンパスの協力業者も含め、良い刺激
になったと思います。また、現場管理を後輩に指導する機会も増え
てきました。その際、自分自身が後輩に何を一番伝えていかなけ
ればならないことかを考えて、お客さまの立場になって仕事をする
ことを一番に心掛けるよう指導してきました。自分自身、初心に
帰って勉強させて頂く時間が増えた一年になったと感じています。
来年もお客さまの立場に立った考え方を持って仕事に取り組んで
いきますので、どうぞよろしくお願い致します。

建築スタッフ

中 村  義 輝
本年も新装、改修物件を工事させて頂き、大変充実した
一年となりました。携わらせて頂きました先生方、スタッフ
さま、各協力業者さま、大変有難う御座いました。

長年、住宅の施工に携わることが多かったのですが、クリ
ニックづくりにはまた違った難しさあると日々 感じております。
そういったなかでも、先生方、スタッフ様が笑顔で開業し
て頂く事を第一に考え仕事に取り組んでおります。

また、施工にとどまらず、設計や営業のフォローもしていき
ながら、お客さまに提案の出来る現場管理者を目標に精進
致します。来年も宜しくお願い致します。

石 井  武 志
皆さま、初めまして！今年の3月よりコンパにス入社致しました
「石井武志」と申します。建築の世界に飛び込んで、もう
すぐ一年が経とうとしています。この一年間は先輩が担当
している現場へ同行させてもらい、先輩の背中とお引渡し
時のお客さまの笑顔をたくさん見させて頂きました。

また、右も左も分からない私にご指導してくださった協力
業者さま、本当に有難うございました。今年度は何度か
一人でメンテナンス工事へ行かせて頂きお客様と直接お話
する機会があり、微力ながらお手伝いをできたかと思います。
来年度もお客さまの笑顔に少しでも携わりお役に立てる
ように、日々 邁進していきたいと思っております。どうぞ宜しく
お願い致します。

「お問い合わせ」ページからお気軽にご相談ください。

メンテナンス工事は
WEBからもお問い合わせができます
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