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本年もお客さま、ご紹介先さま、協力業者さまをはじめ、たくさんの皆さまに支えて頂き、本当に
ありがとうございました。 私達が「クリニックの設計施工」と言う専門分野において、長年に渡って
ご評価頂き、たくさんの挑戦をさせて頂いていることを心より感謝しております。 

さて、弊社がこのお仕事をはじめた頃、私は「格好いいクリニックをつくりたい！」と考えていました。
ところが、多くの先生とお会いすると、先生方が、まずは「普通のクリニック」を求められている
ことを実感し、私は弊社の方向性を「奇をてらわず、使いやすく、無駄がないクリニック」と定めて、
弊社の設計の基礎を創りました。その考え方は、現在でも、コンパスがご提供するクリニックの
根底にあり、又、３年前から展開させて頂いている東京でも受け入れられつつあります。 

その一方で、今年から弊社では、スタッフを中心に「コンパスが次に目指す姿」を定めようと
しております。その大きな方向性は『地域』です。コンパスは、先生方やスタッフの皆さまにご評価
を頂いておりますが、開業後にクリニックを評価して頂くのが、患者さまや地域であるからです。
営業・設計・現場管理という弊社の3本の柱の各々が「患者さま」や「地域」に対して、何を
ご提供できるのかをスタッフ全員で考え、今後のコンパスのミッションにしていければと思います。

代表者としては、来年のコンパス通信で、この「地域」という言葉がたくさん出てくることを
期待しながら、経営を進めようと思いますが、皆さまにも、新たな価値が加わって、変わって
いく、コンパスを温かい目で見守って頂ければ幸いです。来年もよろしくお願いします。

本年もお引き立て頂き、ありがとうございました。
近年、自然災害での被災が多く、お見舞い申し上げます。その中で、弊社のお客さまの所でも
台風での雨水の漏水が数件ございました。いずれも、テナント工事で受注させて頂いた物件で、
建物側にて原因部分を根治頂いた後の内装対応となっております。
改めて今回の災害で被害を感じられなかったお客さま方も、天井・壁・床に染みがないか・カビは
発生していないか、今一度ご確認頂き、発見されれば、ご相談頂ければ幸いです。
本年も、新装工事を主軸に、多くのリフォームをご依頼頂きました。
新装工事では、地下街であったり、入居済のテナントビルであったりと、夜間工事対応の物件が
目立ちました。リフォームでは、長年ご使用頂きその中での使い勝手の軽微な変更から、継承に
伴う大規模な改装まで、数多くのご相談･受注を頂戴いたしました。
来年も、皆さまのご要望にお答え出来ます様、スタッフ一丸となり邁進してまいります。
変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

2019年も残すところ、あと僅かとなりました。本年も多くのお客さまと新しいご縁を頂きましたこと、
そして長いお付き合いのお客さま方からも多くのご相談を賜ることができましたことを心から御礼
申し上げます。
今年は、ラグビー日本代表の望外の躍進とともに、各国がその個性を活かしたチームプレーの
為せる感動を魅せてくれました。ラグビーと言えば“one for all , all for one”という言葉でその
素晴らしさを形容されることがあります。
以前に、元ラグビー日本代表の故平尾誠二さんの経営学講演を拝聴させて頂いた際に、この
言葉は、『一人はみんなのために、そしてみんなは “一つの目的”のために』という意味でとらえる
ことが大切だと思っている。とお話をしてくれました。

また今回、W杯の栄冠に輝いた南アフリカ代表のシヤ・コリシ主将もその優勝インタビューで
“一つの目的のために団結できたこと”が勝利の要因であることをお話してくれました。
私たちcompassの“団結するべき目的”がいかなるものであるべきなのか。今期のコンパス通信
は、私たちの存在意義（経営目的）とともに、弊社の3部門のそれぞれの部門のあるべき課題を
それぞれ併記させて頂きました。
クリニックや薬局のお仕事に関わらせて頂けることで、お客さまを通じて、間接的ではありますが、
多くの患者さまの元気と喜びと安心につながるように…。地域の皆さまにとって大切な場所となるよ
うに…。来年もスタッフ一人ひとりが、組織や自身の存在意義を、お客さま方の下でカタチに変えて
いけるよう、ブラッシュアップをしながら頑張ってまいります。来年も何卒よろしくお願い申し上げます。

前薗 浩幸建築部部長

京都府京都市 2019年1月OPEN
芝山眼科

設計・施工担当

新装

大阪府大阪市 2019年4月OPEN
後藤耳鼻咽喉科 寺田町院

設計・施工担当

新装

兵庫県伊丹市 2019年5月OPEN
まい眼科クリニック

設計・施工担当

新装

大阪府羽曳野市 2019年5月OPEN
きしだ皮フ科クリニック

設計・施工担当

新装

兵庫県芦屋市 2019年6月OPEN
加藤心療内科

設計・施工担当

新装

兵庫県神戸市 2019年9月OPEN
まさき皮フ科クリニック

設計・施工担当

新装

和歌山県海南市 2019年10月OPEN
なかじま耳鼻咽喉科 みのりクリニック 

設計・施工担当

大阪府大阪市 2019年10月OPEN
名和眼科

設計・施工担当 新装

大阪府大阪市 2019年11月OPEN
やだクリニック

設計・施工担当

新装

大阪府吹田市 2019年9月OPEN
おくだ脳神経外科クリニック

設計・施工担当 新装

大阪府大阪市 2019年9月OPEN
潤皮ふ科

設計・施工担当 新装

兵庫県神戸市 2019年9月OPEN
THE WELLNESS CLINIC

新装

大阪府豊中市 2019年10月OPEN
シャイニーキッズフォルテ

設計・施工担当

新装

奈良県生駒市 2019年7月OPEN
かつらぎ眼科クリニック 近鉄生駒院

設計・施工担当 新装

大阪府大阪市 2019年7月OPEN
うらたクリニック

設計・施工担当 新装

兵庫県尼崎市 2019年8月OPEN
にこにこクリニック

設計・施工担当

新装

東京都中央区 2019年4月OPEN
銀座心療内科クリニック

設計・施工担当 新装

東京都日野市 2019年7月OPEN
日野オリーブ坂診療所

設計・施工担当

新装

兵庫県神戸市 2019年9月OPEN
高乳腺クリニック

設計・施工担当

新装

大阪府大阪市 2019年5月OPEN
腎・泌尿器科 はやしクリニック

設計・施工担当 新装

大阪府大阪市 2019年5月OPEN
なつこ小児科・アレルギー科

設計・施工担当 新装

兵庫県神戸市 2019年6月OPEN
うさみ内科クリニック

設計・施工担当 新装

大阪府東大阪市 2019年6月OPEN
内科・泌尿器科 さとうクリニック

設計・施工担当

新装

奈良県大和高田市 2019年5月OPEN
ましたに内科クリニック

設計・施工担当 新装

奈良県大和高田市 2019年5月OPEN
たむら眼科クリニック

設計・施工担当 新装

奈良県生駒郡 2019年5月OPEN
たかつかこどもクリニック

設計・施工担当 新装

大阪府羽曳野市 2019年5月OPEN
プラザ薬局 西浦店

設計補助・施工担当

新装

愛知県名古屋市 2019年4月OPEN
上前津薬局

設計・施工担当 新装

愛知県名古屋市 2019年4月OPEN
東京トータルライフクリニック名古屋分院

設計・施工担当 新装

大阪府大阪市 2019年4月OPEN
うえほんまち駅前クリニック

設計・施工担当 新装

大阪府箕面市 2019年5月OPEN
横山スマイル内科クリニック

設計・施工担当

新装

大阪府大阪市 2019年1月OPEN
しみずクリニック

設計・施工担当 新装

兵庫県西宮市 2019年2月OPEN
きんたか医院

設計・施工担当 新装

兵庫県西宮市 2019年3月OPEN
里皮フ科クリニック 西宮北口院

設計・施工担当 新装

大阪府高槻市 2019年3月OPEN
高槻福井整形外科・内科クリニック

設計・施工担当

改修

大阪府門真市
永浜クリニック

2019年5月OPEN

設計・施工担当

通信
コンパス

2019

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。

大阪府豊中市
千里中央 花ふさ皮ふ科

2019年6月OPEN

設計・施工担当

大阪府豊中市
シャイニーチャイルドクリニック

2019年12月OPEN

設計・施工担当

大阪府枚方市
北野内科循環器内科

2019年12月OPEN

設計・施工担当新装

奈良県奈良市
中井耳鼻咽喉科

2019年12月OPEN

設計・施工担当改装

東京都台東区
ウェルビーイング21居宅介護支援事業所

2019年9月OPEN

設計・施工担当新装

東京都台東区
トータルライフ訪問看護ステーション雷門

2019年9月OPEN

設計・施工担当新装大阪府大阪市
しみず整形外科

2019年9月OPEN

設計・施工担当新装

大阪府大阪市
医療法人秋桜会 秋桜会ファミリークリニック

2019年7月OPEN

設計・施工担当移転

2019年9月OPEN

設計・施工担当移転

東京都世田谷区
花みずき薬局

2019年10月OPEN

設計・施工担当移転

兵庫県神戸市
六甲福祉会メンタルクリニック

2019年11月OPEN

設計・施工担当拡張

兵庫県神戸市
細井整形外科

2019年12月OPEN

設計・施工担当拡張

大阪府大阪市
上本町心理臨床オフィス

長渡 武史
専務取締役

地域にとって“良いクリニック”を創るお手伝いができる会社でありたい。
“良いクリニックとは…”という命題を追求し続ける会社でありたい。

Management
移転

設計補助・施工担当

移転

拡張 移転



2019年も残り僅かとなりました。
担当させて頂きました先生方、また、
お仕事をご一緒させて頂きました
関係者の皆さまに改めて厚く
御礼申し上げます。
弊社の設計では、先生方をはじめ、
スタッフさま、患者さまなどクリニッ
クに関わるさまざまな方々の視点
からのお声をお聞かせ頂き、特性
に応じた取捨選択も行いながら、
本当に必要なものは何かを捉え、
それをより良い医療空間づくりに
反映できるよう努めております。
そんな中、近年の災害や気候の
様子を見ていると、戸建、テナント

を問わず、こちらも無視できない要素だと強く感じております。
我々設計として、居心地の良い空間、美しい空間をつくることは当然
のことではありますが、今後は、安全性や災害への耐用性、それから
くる安心感等についても考慮できる設計計画ができるよう部門での
検討を進めていきたいと思います。
来年も皆さまの新しいスタートに夢や希望を乗せるとともに、ご開業
後の先生方も安心して診療を続けて頂けるよう、スタッフ一同頑張っ
てまいります。新しい一年が、皆さまにとって穏やかで幸多き一年に
なりますよう、お祈りいたしております。今後とも何卒よろしくお願いい
たします。

本年も打ち合わせを重ねてきた
お施主さまが、無事笑顔で開院
される姿をたくさん見届けることが
出来ました。ありがとうございます。
某番組のような“全く知らされて
いない匠のサプライズ”はありま
せんが、私の図面に数多くの
業者さんが関わり、みんなで心を
込めてつくり上げた空間を気に
入って頂けるか、いつも緊張感を
持って引き渡しを迎えさせて頂い
ております。
私達設計課は、お施主さま専属
のインテリアプランナーであり、
コーディネート的役割も担わせて

頂いております。一人一人のご要望を聞き取り、漠然とした理想を
感じ取り、具体的に寸法・品番・色として図面に落としこみさせて
頂きます。
これからもご開業をされるお施主さまのパワーに刺激を頂きながら、
既に開院されているクリニックさまからのご相談からも新しい学びを
頂きながら、日々経験を積み上げさせて頂きたいと思っております。
これからも末永くお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

本年も大変お世話になりありがとう
ございました。
昨年も書いていたのですが、今年
も災害が多く、建物設計するに
あたり、これまでにも増して、万一
の災害への対応を考慮した設計
計画を検討する必要性があるこ
とを考えさせられた一年でした。
地震はもとより、暴風、豪雨などの
検討はそう簡単な物ではなく、
かなりの知識が必要とされる事と
考えております。さらなる研鑽が
必要と考えており、クリニックが
災害時にどのようにあるべきかも、

今後の設計課題として検討してまいりたいと考えております。来年も
よろしくお願いいたします。

いおろい

この一年も、新しいお客さまとの
出会い、お付き合いを続けさせ
て頂いているお客さまとの再会
を通して、気付きの多い一年を
過ごさせて頂きました。ありがとう
ございます。
弊社では長く設計の方針として、
「奇をてらわず、使いやすく、無駄
がないクリニック」を追求させて
頂きながら、居心地の良い空間
の提案をさせて頂いておりました
が、近年は社会的にも現役世代
と変わらず元気な高齢者の方々

が増えてきたおかげか、使い勝手に影響がないほどに“奇をてらう”
ことも、患者さんから好まれる傾向があるように感じています。
私たちも今までの経験に頼るばかりではなく、時代の流れと共に
新しい内装材、他のデザイン事例を学ぶことを欠かさずスキルアップに
努めるとともに、“このクリニックはこの先生方や地域の患者さんに
とってどうつくられるのが良いんだろう？”と、一つひとつ考えることを
欠かさず、内装も動線もより美しい、素敵なクリニックづくりを目指し
ていきます。これからも、皆さまに選んで、頼りにして頂ける存在であり
続けられるよう努めてまいります。

東京オフィスを開設して、早3年
となりました。今年もたくさんの
ご相談を頂き、先生・スタッフの
皆さまやご紹介先さまには、大
変お世話になりました。
また、協力業者さまにおきまして
も、いろいろとサポートして頂き、
誠にありがとうございました。
本年は営業をさせて頂く中で、
先生の想うクリニックのカタチ
を、弊社の強みである設計施
工一貫体制で、どのように実現
させて頂くか、追及する一年と
なりました。

これからも、先生・スタッフの皆さまには使いやすく、患者さまには、
居心地の良い空間をご提供出来るよう、精進してまいります。
東京オフィスでは、新規ご開業のご相談、既存クリニックの改装のご
相談も承ります。また、クリニック設計のセカンドオピニオンのご相談も
承っております。お困りの事がございましたら、何なりとお声がけ下さ
い。今後ともよろしくお願いいたします。

2019年も様々なクリニックの新装
工事に携わらせて頂き、ありがと
うございました。今年は消費増税
もありましたので、改装・改修工
事のご依頼も数多くあり、おかげ
さまで充実した一年となりました。
当社の建築部としては、新装工
事はもちろんの事ですが、改装・
改修工事についても工期を遵守
することを心掛けています。
協力業者と共に素早い対応と高
い品質を目指し、お客さまから
安心して仕事を依頼して頂ける

ようにこれからも努めていきたいと思います。
『ご開業されてからが本当のお付き合いのスタート。いつまでも『良い
クリニック』であってもらえる、サポーターであり続けたい。』という気持
ちを忘れずに、来年も頑張ってまいりますので引き続きよろしくお願い
いたします。

本年も数多くの工事に携わらせて
頂きありがとうございました。
今年は何と言ってもラグビーW杯！
完全に、にわかファンでしたが
非常に興奮しました。
各ポジションでそれぞれ担う役割
は異なりますが、チームの勝利の
ために自分の仕事を全力で全う
する姿に感動したのと同時に、
改めて「ONE TEAM」の大切さ
を教えてもらいました。
弊社内でも各スタッフで担うべき
業務は異なりますが、新装・改装・

メンテナンス問わず依頼して頂いた全てのお客さまに喜んで頂ける
ように、まずは私自身が自分の果たすべき役割をもっともっと突き詰め
ていかないといけないなと感じております。
“働くDr.とスタッフ、来院される患者さん双方にとって良いクリニック
である為に！”来年もどうぞよろしくお願いいたします。

本年も大変お世話になりありがとうございました。
この8月から、以前施工担当をさせて頂いており
ました眞田が、アシスタントとして復帰させて頂き
ました。
アシスタントの方では、各部門のアシストともに、
院内のソファや什器備品のご提案（入替や張地
の貼替なども）もさせて頂いておりますので、また
何かございましたら、各担当者を通じてご相談を
頂ければ幸いです。
来年も引き続き弊社をよろしくお願い申し上げます。

本年も多くの案件に携わらせて
頂き誠にありがとうございます。
昨年まで先輩方に支えてもらい
ながら感じた“責任”を、今年は
直接自分の背中で背負っている
という実感が増えた一年となり
ました。
図面や現場だけでなく、信頼を
頂いているお客さまをしっかりと
見ながら、そのご要望・想いを
カタチにできるよう、高みを目指し
て更なる学びを深めていきたいと
思います。来年も、弊社を何卒よろ
しくお願いいたします。

今年も多くの先生方とご縁を頂き
ありがとうございました。
設計工程でお聞かせ頂くご要望
が、図面というカタチに変わり、
現場というカタチに変わり、クリ
ニックというカタチに変わっていく
一連のビジョンの具現の過程を
見ながら、内覧会での先生方の
晴 と々した顔を見ると、設計者と
いう役割で、その新しい出発のお
手伝いが出来たことで充実感を
感じ、大変嬉しく思います。
来年も自分自身の引き出しを増や
し、さらにお客さまに喜んで頂け
るよう頑張ってまいります。どうぞ
よろしくお願いします。

営業部 設計部 建築部 ご開業からが本当のお付き合いのスタート。
いつまでも“良いクリニック”で在ってもらえるサポーターであり続けたい。

Construction & Maintenance
患者さまの視点、ドクターの視点、スタッフの視点で、クリニック全体を俯瞰的に見渡し、
使い勝手がよく、居心地がよい空間を創り続けたい。

Planning & Design
クリニックの設計施工に特化していることを強みに、
医療について幅広く理解し、提案できる存在でありたい。

Direction & Sales

にこやか薬局

2019年2月
OPEN

兵庫県
伊丹市

医療法人慶愛会 森口整形外科

2019年2月
移転

兵庫県
伊丹市

秋田医院

2019年5月
竣工

大阪府
守口市

梶浦医院

2019年9月
竣工

大阪府
和泉市

髙橋クリニック

2019年11月
竣工

大阪府
豊中市

みやけファミリークリニック

2019年10月
OPEN

大阪府
阪南市

くれよん薬局 阪南店

2019年10月
OPEN

大阪府
阪南市

2019年
新築案件

石井 展子
営業部次長

五百藏 雅子
設計部

小谷 茜
アシスタント

林  陽
営業部（東京オフィス）

安原 大輔
設計部

酒井 繁兼
建築部課長

三林王明
建築部

石井武志
建築部

＊外部サポートスタッフも掲載しております。

北村 統之
設計部

今年もたくさんのお仕事に携わら
せて頂きましてありがとうございま
した。本年は関西では営業担当、
そして関東では設計や工事の
補助担当として、二足の草鞋を
履きながら、走り回った一年でした。
二つを行き来していて、関東と関西
ではご開業までの基本構想や立地
選定、スケジュール、そして内装
計画などについても趣向が異な
る部分があることにも気づかせて
頂き、多くの学びを得られたように
思います。今後もこの経験を活か
して頑張ってまいります。来年も
何卒よろしくお願いいたします。

本年もたくさんのお客さま方との
ご縁を頂きありがとうございました。
災害や異常気象が毎年当たり前
のように発生し、これらへの対応を
目的とした大規模・小規模修繕の
ご相談も多く頂いた一年でした。
また経年による内外装や設備の
更新、ご自宅や購入物件のリノ
ベーションなどもご提案させて頂
きました。
来年もより一層力を入れて改修・
改装等、リノベーションのご提案
をさせて頂きますので、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

鈴坂 知己
営業部

玉﨑 裕也
営業部 川床 亮子

設計部
盛重 勢人

中村 義輝

大谷 圭二

松岡 秀治

小川 高志

早野 由美子

眞田 優香

烏野 舞
からすの
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