
契約日 事業主 受注先 計画名称 所在地 業務内容 規模等

㈱日本ライフクリエイター ㈱スプリント (仮称)土地区画整理事業 神戸市北区山田町 近隣渉外 戸建住宅・234戸・約93,000㎡

医療法人社団健心会      〃　 (仮称)病院移転新築計画 　　　 〃 　 〃 4階・121床・約6,500㎡

㈱杉村倉庫 五洋建設㈱ (仮称)物流倉庫新築工事 大阪市港区福崎 条例協議 倉庫・約3,000㎡

伊藤忠都市開発㈱
三菱地所レジデンス㈱

伊藤忠都市開発㈱
三菱地所レジデンス㈱

(仮称)マンション計画 大阪府枚方市川原町 条例協議 共同住宅･15階･118戸

近隣渉外 敷地面積　約3,000㎡

岡本無線㈱ 五洋建設㈱ (仮称)ビル建替計画 大阪市浪速区日本橋 近隣渉外 事務所ビル・7階

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)住吉山手2丁目 神戸市東灘区住吉山手 開発行為許可 戸建住宅・14区画

　　　　　　　戸建計画
測量 敷地面積　約2,200㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)東山2丁目戸建計画 大阪府枚方市東山 開発行為許可 戸建住宅・23区画

近隣渉外 敷地面積　約2,500㎡

測量

㈱フクダ･アンド･パートナーズ 大阪府枚方市長尾谷町 交通量調査

吉野町 ㈱かんこう 奈良県吉野郡吉野町 開発（図面作成） 10区画・約4,300㎡

㈱ノースパラダイス ㈱アースプランニング (仮称)有料老人ホーム計画 奈良県生駒郡三郷町 開発行為許可 介護施設・約800㎡

建築設計

野村不動産㈱ ㈱長谷工コーポレーション (仮称)城東区関目6丁目計画 大阪市城東区関目 条例協議 共同住宅・約3,400㎡

測量

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)西宮市丸橋町計画 兵庫県西宮市丸橋町 開発行為許可 共同住宅・7階・149戸

近隣渉外 敷地面積　約6,900㎡

住友林業㈱ 滋賀県栗東市高野 区画割 約15,900㎡

東急建設㈱ 大阪府高槻市芝生町 行政調査

大和ハウス工業㈱
宮前グリーンハイツ
建替組合

宮前グリーンハイツ建替計画 神戸市東灘区森後町 近隣渉外 共同住宅・14階・69戸

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)Landport高槻新築工事 大阪府高槻市芝生町 条例協議 物流倉庫

五洋建設㈱ 近隣渉外 敷地面積　約35,000㎡

一般社団法人ミライフ 一般社団法人ミライフ 大阪市中央区久太郎町 測量 約100㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)山本町5丁目戸建計画 大阪府八尾市山本町 開発行為許可 戸建住宅・15区画

近隣渉外 敷地面積　約2,000㎡

ダンロップスポーツ㈱ 五洋建設㈱ (仮称)工場テント棟新築工事 兵庫県丹波市市島町 条例協議 倉庫・約180,200㎡

いすゞ自動車販売㈱ 五洋建設㈱ (仮称)店舗新築工事 神戸市西区白水 開発行為許可 自動車修理工場・約10,600㎡

オムニヨシダ㈱ 五洋建設㈱ (仮称)本社移転新築工事 大阪市中央区南本町 近隣渉外 事務所ビル・4階

横浜冷凍㈱ 大阪市此花区夢洲東 交通量調査

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)御殿山2丁目戸建計画 兵庫県宝塚市御殿山 開発行為許可 戸建住宅・16区画

近隣渉外 敷地面積　約3,200㎡

測量

枚方3ロジスティック
特定目的会社

枚方3ロジスティック
特定目的会社

ＧＬＰ枚方Ⅲプロジェクト 大阪府枚方市長尾谷町 開発行為許可 物流倉庫

（ＧＬＰ㈱） （ＧＬＰ㈱）
近隣渉外 敷地面積　約53,000㎡

測量

電波障害対策

㈱奥村組 環境アセス

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)岩園町戸建計画 兵庫県芦屋市岩園町 開発行為許可 戸建住宅・6区画・約2,000㎡

吹田ロジスティック
特定目的会社

吹田ロジスティック
特定目的会社

ＧＬＰ吹田プロジェクト 大阪府吹田市岸部南 近隣渉外 物流倉庫

（ＧＬＰ㈱） （ＧＬＰ㈱）
電波障害対策 敷地面積　約75,000㎡

三菱地所レジデンス㈱ ㈱奥村組 (仮称)御影山手戸建計画 神戸市東灘区御影山手 開発行為許可 共同住宅・4階・247戸

三菱地所レジデンス㈱ ㈱日建ハウジングシステム (仮称)栄町3丁目計画 兵庫県宝塚市栄町 条例協議（一部） 共同住宅・約3,200㎡

㈱ベルコ 鹿島建設㈱ (仮称)ﾎﾃﾙﾛｲﾔﾙｸﾗｼｯｸ新築計画 大阪市中央区難波 近隣渉外 ホテル・地上19階、地下1階

積和不動産関西㈱ 積水ハウス㈱ (仮称)高齢者施設計画 兵庫県西宮市仁川町 条例協議 高齢者施設・約5,800㎡
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契約日 事業主 受注先 計画名称 所在地 業務内容 規模等

インテグラル・タウ㈱ 積水ハウス㈱ (仮称)岡町南ＰＪ 大阪府豊中市岡町南 開発行為許可 高齢者施設・約2,400㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)枚方市岡南町　計画 大阪府枚方市岡南町 開発行為許可 共同住宅・5階・90戸

近隣渉外 敷地面積　約4,500㎡

㈱奥村組 ㈱奥村組 (仮称)阿倍野寮新設工事 大阪市阿倍野区松崎町 近隣渉外 寮・4階・84室

三井物産都市開発㈱ 三井物産都市開発㈱ 物流倉庫計画 大阪府大東市新田西町 近隣渉外 物流倉庫

電波障害対策 敷地面積　約7,000㎡

エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
阪急不動産㈱

エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
阪急不動産㈱ (仮称)分譲マンション計画 大阪府茨木市中津町 開発行為許可 共同住宅・14階・218戸

㈱ナカノフドー建設 近隣渉外 敷地面積　約8,800㎡

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)阿倍野筋三丁目ＰＪ 大阪市阿倍野区阿倍野筋 近隣渉外 共同住宅・13階・48戸

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)岡南町Ⅱ新築工事 大阪府枚方市岡南町 開発行為許可 共同住宅・4階・49戸

近隣渉外 敷地面積　約3,600㎡

マルイト㈱ 鹿島建設㈱ (仮称)ホテルモントレ梅田計画大阪市北区曽根崎新地 近隣渉外 ホテル・地上17階

東宝㈱ 五洋建設㈱ 東宝ＯＳＭビル解体工事 大阪市北区角田町 近隣渉外

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)永楽荘3丁目戸建計画 大阪府豊中市永楽荘 開発行為許可 戸建住宅・7区画・約1,400㎡

㈱ツインフーズ 五洋建設㈱ 冷蔵倉庫増築計画 兵庫県尼崎市南初島町 条例協議 冷蔵倉庫

近隣渉外 敷地面積　約14,000㎡

増築建築面積 約1,400㎡

ＧＬＰ㈱ ＧＬＰ㈱ ＧＬＰ寝屋川 大阪府寝屋川市小路南町 電波障害対策

㈱ヨドバシカメラ 五洋建設㈱ (仮称)ヨドバシ梅田タワー 大阪市北区大深町 近隣渉外 ホテル・地上35階、地下4階

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)桃山町戸建計画 京都市伏見区桃山町 開発行為許可 戸建住宅・8区画・約1,300㎡

三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称)刀根山元町戸建計画 大阪府豊中市刀根山元町 開発行為許可 戸建住宅・17区画・約2,100㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)歌敷山1丁目戸建計画 神戸市垂水区歌敷山 開発行為許可 戸建住宅・14区画

近隣渉外 敷地面積　約2,000㎡

測量

南海不動産㈱ 南海不動産㈱ (仮称)三石台2丁目戸建計画 和歌山県橋本市三石台 開発行為許可 戸建住宅・9区画・約2,100㎡

㈱ホワイト・ベアーファミリー ㈱日企設計 WBF 新大阪ホテル 新築工事 大阪市淀川区西中島 条例協議 ホテル・約900㎡

㈱日本エスコン ㈱日企設計 (仮称)天神町2丁目計画 大阪府高槻市天神町 条例協議 共同住宅・約1,100㎡

敷島住宅㈱ 敷島住宅㈱ (仮称)藤が丘町戸建住宅 大阪府吹田市藤が丘町 開発行為許可 戸建住宅・39区画

測量 敷地面積　約6,100㎡

三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱
(仮称)千里山西1丁目戸建計
画

大阪府吹田市千里山西 工作物申請 戸建住宅・3区画・約470㎡

㈱マルタカ ㈱ナカノフドー建設 (仮称)施設内駐車場整備計画 京都府木津川市梅美台 砂防許可申請

寿冷蔵㈱ 五洋建設㈱ (仮称)冷蔵倉庫増築計画 兵庫県尼崎市元浜町 条例協議 冷蔵倉庫

近隣渉外 敷地面積　約7,000㎡

電波障害対策 増築建築面積 約1,800㎡

オリックス㈱ オリックス㈱ (仮称)招提大谷2丁目ＰＲＪ 大阪府枚方市招提大谷 開発行為許可 物流倉庫

浅井謙建築研究所㈱ 近隣渉外 敷地面積　約27,000㎡

㈱ニチゼン ㈱ニチゼン (仮称)売布4丁目戸建計画 兵庫県宝塚市売布 開発行為許可 戸建住宅・11区画・約2,400㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)上野西1丁目戸建計画 大阪府豊中市上野西 開発行為許可 戸建住宅・10区画

近隣渉外 敷地面積　約1,200㎡

測量

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)榎元町二丁戸建計画 大阪府堺市堺区榎元町 開発行為許可 戸建住宅・9区画・約1,300㎡

御池ホテル開発特定目的会社 ㈱奥村組 (仮称)京都御池通ホテル計画 京都市中京区西横町 近隣渉外 ホテル・地上9階

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)甲陽園戸建計画 兵庫県西宮市神園町 開発行為許可 戸建住宅・13区画・約2,300㎡

㈱ヒラノテクシード ㈱ナカノフドー建設 (仮称)工場建設計画 京都府木津川市梅美台 条例協議 工場

測量 敷地面積　約38,000㎡

三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称)南船場1丁目計画 大阪市中央区南船場 近隣渉外 共同住宅・15階・69戸

2016年1月～
2018年5月

大阪本社 業務経歴 c o r p o r a t e     e x p e r i e n c e (2021年8月現在)



契約日 事業主 受注先 計画名称 所在地 業務内容 規模等

三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称）宝持3丁目計画 大阪府東大阪市宝持 近隣渉外 学生寮・7階・143戸

アパホーム㈱ ㈱日企設計 (仮称)アパホテル新大阪駅前 大阪市東淀川区東中島 開発行為許可 ホテル・約1,600㎡

㈱アースプランニング ㈱アースプランニング (仮称)北鈴蘭台計画 神戸市北区松宮台 条例協議 高齢者施設・約3,300㎡

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)野尻町戸建計画 大阪府堺市東区野尻町 開発行為許可 戸建住宅・9区画・約1,300㎡

積和不動産関西㈱ 積水ハウス㈱ (仮称)上宮川町計画 兵庫県芦屋市上宮川町 近隣渉外 高齢者施設・7階・66室

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)住吉山手2丁目 神戸市東灘区住吉山手 開発行為許可 戸建住宅・10区画

　　　　　　　戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約1,500㎡

測量

医療法人　北辰会 髙松建設㈱ 有澤総合病院新築工事 大阪府枚方市宮之阪 開発行為許可 総合病院・約7,800㎡

阪和興業㈱ 阪和興業㈱ (仮称)石橋社宅新築工事 大阪府池田市鉢塚 近隣渉外 共同住宅・6階・50戸

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)背戸口2丁目計画 大阪市平野区背戸口 近隣渉外 共同住宅・6階・76戸

大和リゾート㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)JR奈良駅前ﾎﾃﾙ新築 奈良市三条本町 近隣渉外 ホテル・地上12階、地下1階

㈱ベスタ ベルエステート㈱ (仮称)宝塚市雲雀丘3丁目 兵庫県宝塚市雲雀丘 宅地造成許可 戸建・2区画・約400㎡

㈱シーアールイー ㈱シーアールイー ロジスクエア大阪交野 大阪府交野市星田北 開発行為許可 物流倉庫

近隣渉外 敷地面積　約37,500㎡

測量

電波障害対策

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)山手町4丁目戸建計画 大阪府吹田市山手町 開発行為許可 戸建住宅・14区画

近隣渉外 敷地面積　約1,700㎡

測量

オーエス㈱ オーエス㈱ (仮称)宝梅1丁目戸建計画 兵庫県宝塚市宝梅 開発行為許可 戸建住宅・8区画・約1,300㎡

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)仁川北3丁目戸建計画 兵庫県宝塚市仁川北 開発行為許可 戸建住宅・7区画・約1,000㎡

㈱髙松ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 髙松建設㈱ (仮称)東豊中ＰＪ 大阪府豊中市東豊中町 宅地造成許可 約5,000㎡

三井不動産レジデンシャル㈱ 三井不動産レジデンシャル㈱ (仮称)東生駒1丁目戸建計画 奈良県生駒市東生駒 開発行為許可 戸建住宅・6区画・約1,200㎡

㈱スーパードリンク ㈱岡田光輝建築設計室 (仮称)倉庫新築工事 大阪府東大阪市高井田本通 開発行為許可 倉庫・約1,600㎡

セイレイ興産㈱ 五洋建設㈱ (仮称)ヤンマー寮新築工事 兵庫県尼崎市長洲中通 条例協議 寄宿舎・6階・約2,600㎡

柴生商事㈱ 柴生商事㈱ (仮称)鹿の子台南町 神戸市北区鹿の子台南町 開発行為許可 戸建住宅・5区画

　　　　　　 1丁目計画
測量 敷地面積　約600㎡

㈱ワイズアソシエイション 既存集会所・給水塔解体工事 大阪市中央区上町 近隣渉外

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱ (仮称)大垣内町1丁目計画 大阪府枚方市大垣内町 開発行為許可 戸建住宅・10区画・約1,300㎡

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)芦屋市公光町計画 兵庫県芦屋市公光町 近隣渉外 共同住宅・20戸・約1,200㎡

三井ホーム㈱ 三井ホーム㈱ (仮称)舞台町5丁目ＰＪ 京都市伏見区舞台町 開発行為許可 戸建住宅・1区画、賃貸長屋2棟

測量 敷地面積　約2,700㎡

板宿開発㈱ 積水ハウス㈱ (仮称)須磨区飛松町ＰＪ 神戸市須磨区飛松町 開発行為許可 高齢者施設、店舗等・6階

測量 敷地面積　約1,500㎡

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱ (仮称)仁川高台1丁目計画 兵庫県宝塚市仁川高台 条例協議 戸建住宅・3区画

近隣渉外 敷地面積　約580㎡

阪急阪神不動産㈱
ＪＸ不動産㈱

阪急阪神不動産㈱
ＪＸ不動産㈱

(仮称)桜谷町戸建計画 兵庫県西宮市桜谷町 開発行為許可 戸建住宅・23区画

近隣渉外 敷地面積　約4,200㎡

医療法人社団生和会 大和ハウス工業㈱ (仮称)大倭病院新築工事 奈良県奈良市杉ヶ町 近隣渉外 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・6階

㈱ワイズアソシエイション 大阪ﾄﾖﾀ平野工場解体工事 大阪市平野区加美西 近隣渉外

ＪＡ三井リース建物㈱
近畿総合リース㈱

ＪＡ三井リース建物㈱
近畿総合リース㈱

(仮称)高槻市辻子3丁目計画 大阪府高槻市辻子 近隣渉外 倉庫

電波障害対策 敷地面積　約10,200㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)吹田市長野東戸建計画 大阪府吹田市長野東 近隣渉外 戸建住宅・14区画・約3,000㎡

敷島住宅㈱ 敷島住宅㈱ (仮称)京田辺市田辺深田 京都府京田辺市田辺深田 開発行為許可 戸建住宅・26区画

　　　　　　　　戸建計画
測量 敷地面積　約4,500㎡

2018年5月～
2019年8月

大阪本社 業務経歴 c o r p o r a t e     e x p e r i e n c e (2021年8月現在)



契約日 事業主 受注先 計画名称 所在地 業務内容 規模等

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱ (仮称)高石市高師浜計画 大阪府高石市高師浜 開発行為許可 戸建住宅・24区画・約2,800㎡

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)和泉市伏屋町三丁目 大阪府和泉市伏屋町 開発行為許可 戸建住宅・11区画・約1,500㎡

㈱ニチゼン ㈱ニチゼン (仮称)宝塚市売布4丁目計画 兵庫県宝塚市売布 宅地造成許可 戸建住宅・2区画・約400㎡

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱ (仮称)寝屋川市打上高塚町 大阪府寝屋川市打上新町 開発行為許可 戸建住宅・9区画・約940㎡

フジ住宅㈱ ㈱日企設計 (仮称)千里丘東1丁目戸建 大阪府摂津市千里丘東 条例協議 共同住宅・90戸・約3,400㎡

リバー産業㈱ ㈱日企設計 (仮称)上町台筆ヶ崎ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 大阪市天王寺区筆ケ崎町 条例協議 共同住宅・190戸・約3,000㎡

南海不動産㈱ 南海不動産㈱ (仮称)堺市西区浜寺 大阪府堺市西区浜寺昭和町 開発行為許可 戸建住宅・14区画

　　  昭和町二丁 戸建計画
測量 敷地面積　約1,900㎡

ケニス㈱ ケニス㈱ ケニス株式会社 大阪府門真市三ツ島 開発行為許可 倉庫

　 新物流センター開発工事
近隣渉外 敷地面積　約4,500㎡

㈱パティオ ㈱パティオ (仮称)ドラッグユタカ高槻 大阪府高槻市松が丘 開発行為許可 店舗

　　　　　松ヶ丘店新築工事
測量 敷地面積　約2,600㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)吹田市長野東計画 大阪府吹田市長野東 近隣渉外 共同住宅・51戸・約1,900㎡

オリックス㈱ オリックス㈱ (仮称)箕面ロジスティクス 大阪府箕面市下止々呂美 近隣渉外 物流倉庫

　　　　　　　　センター
敷地面積　約28,200㎡

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)茨木市双葉町 大阪府茨木市双葉町 開発行為許可 共同住宅・74戸

　　　　プロジェクト
近隣渉外 敷地面積　約2,200㎡

南海不動産㈱ 南海不動産㈱ (仮称)河内長野市三日市町 大阪府河内長野市三日市町 開発行為許可 戸建住宅・6区画・約750㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)吹田市千里丘西 大阪府吹田市千里丘西 開発行為許可 戸建住宅・11区画

　　　　　　　戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約1,700㎡

測量

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)豊中市栗ヶ丘町 大阪府豊中市栗ケ丘町 開発行為許可 戸建住宅・28区画

              戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約3,300㎡

測量

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)西京区樫原中垣外 京都市西京区樫原中垣外 開発行為許可 戸建住宅・8区画・約930㎡

㈱ワイズアソシエイション (仮称)日興商会ビル解体工事 大阪市中央区南船場 近隣渉外

大和ハウス工業㈱ 大和ハウス工業㈱ (仮称)西区学園東町8丁目計画 神戸市西区学園東町 近隣渉外 共同住宅・191戸・約9,100㎡

㈱ニチゼン ㈱ニチゼン
(仮称)箕面市箕面三丁目
　　　　　　　　戸建計画

大阪府箕面市箕面 開発行為許可 戸建住宅・8区画・約1,300㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)ＰＭＯ本町西 大阪市西区阿波座 近隣渉外 事務所ビル・地上13階

丸石製薬㈱ 五洋建設㈱
(仮称)丸石製薬株式会社
　　　新特薬倉庫棟新築計画

大阪市鶴見区今津中 条例協議 倉庫・約2,600㎡

生活協同組合コープこうべ ㈱ユーデーコンサルタンツ コープ箕面新築工事 大阪府箕面市桜ケ丘 開発行為許可 店舗・敷地面積　約3,000㎡

駐大阪大韓民国総領事館 前田建設工業㈱
駐大阪大韓民国総領事館庁舎
　　　　　　　　　新築工事

大阪市中央区西心斎橋 近隣渉外 事務所ビル・地上7階・地下1階

神鋼不動産㈱ 神鋼不動産㈱
(仮称)高槻市南庄所町
　　　　　物流施設計画

大阪府高槻市南庄所町 近隣渉外 倉庫・約23,000㎡

住友林業㈱ 住友林業㈱
(仮称)神戸市須磨区若木町
　　　　　　　　　戸建計画

神戸市須磨区若木町 開発行為許可 戸建住宅・8区画・約1,000㎡

神戸特定目的会社 五洋建設㈱ プロロジス神戸3 神戸市西区見津が丘 開発行為許可 倉庫・約19,200㎡

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱
(仮称)川西市花屋敷
　　　　　　戸建計画

兵庫県川西市花屋敷 開発行為許可 戸建住宅・13区画・約1,700㎡

(仮称)東大阪物流センター 大阪府東大阪市布市町 解体工事 倉庫

　　　　　　　　　　ＰＲＪ
近隣渉外 敷地面積　約8,300㎡

測量

電波障害対策

㈱シーアールイー ㈱シーアールイー (仮称)ロジスクエア枚方 大阪府枚方市春日北町 近隣渉外 倉庫

　　　　　　　　　新築工事
電波障害対策 敷地面積　約21,100㎡

住友林業㈱ 住友林業㈱
(仮称)宝塚市武庫山2丁目
　　　　　　　　　戸建計画

兵庫県宝塚市武庫山 開発行為許可 戸建住宅・8区画・約1,200㎡

㈱ハウス販売神戸 ㈱ＡＣデザイン
(仮称)神戸市須磨区桜の杜
　　　　　2丁目　造成計画

神戸市須磨区桜の杜 近隣渉外 戸建住宅・13区画・約2,000㎡

大林新星和不動産㈱ 大林新星和不動産㈱ (仮称)神戸市垂水区歌敷山 神戸市垂水区歌敷山 開発行為許可 戸建住宅・13区画

　　　　　4丁目　戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約1,800㎡

2019年8月～
2020年11月

㈱ブロードエッジ・アドバイザーズ

大阪本社 業務経歴 c o r p o r a t e     e x p e r i e n c e (2021年8月現在)



契約日 事業主 受注先 計画名称 所在地 業務内容 規模等

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱
(仮称)伊丹市山田三丁目
　　　　　　　　戸建計画

兵庫県伊丹市山田 要綱協議 戸建住宅・10区画・約1,000㎡

オリックス㈱ ㈱フクダ・アンド・パートナーズ (仮称)京田辺市甘南備台 京都府京田辺市甘南備台 開発設計監修 倉庫

　　　2丁目物流施設計画
開発工事監修 敷地面積　約12,500㎡

㈱タカミヤ ㈱奥村組
㈱タカミヤ
　尼崎仮設機材整備工場計画

兵庫県尼崎市船出 条例協議 工場・約36,500㎡

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱
(仮称)西宮市仁川町1丁目
　　　　　　　　戸建計画

兵庫県西宮市仁川町 条例協議 戸建住宅・7区画・約1,300㎡

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱ (仮称)箕面市桜ケ丘4丁目 大阪府箕面市桜ケ丘 開発行為許可 戸建住宅・6区画

　　　　　　　　戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約1,000㎡

㈱イチネンファシリティーズ プラナス㈱
㈱イチネンロジスティクス
　(仮称)徳庵倉庫増築計画

大阪府東大阪市稲田上町 開発行為許可 倉庫・約8,400㎡

三菱地所㈱ 三菱地所㈱
(仮称)ロジクロス大阪交野
　　　　　　　　　開発計画

大阪府交野市星田北 近隣渉外 倉庫・約10,200㎡

八尾1ロジスティック
　　　　特定目的会社

矢作建設工業㈱ ＧＬＰ八尾Ⅰプロジェクト 大阪府八尾市郡川 条例協議 倉庫・約27,000㎡

八尾2ロジスティック
　　　　特定目的会社

矢作建設工業㈱ ＧＬＰ八尾2　物流施設 大阪府八尾市郡川 条例協議 倉庫・約7,800㎡

廣内圧延工業㈱ 矢作建設工業㈱
(仮称)八尾市土地区画整理事業
　　　　　　　工場用地　計画 大阪府八尾市郡川 条例協議 工場・約11,000㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ 生駒市元町1丁目計画 奈良県生駒市元町 開発行為許可 共同住宅・11階・41戸

近隣渉外 敷地面積　約1,200㎡

野村不動産㈱ 野村不動産㈱ (仮称)奈良市大宮町2丁目 奈良県奈良市大宮町 条例協議 共同住宅・8階・49戸

　　　　　　　　　　計画
近隣渉外 敷地面積　約1,200㎡

㈱ヒラノテクシード ㈱ナカノフドー建設
(仮称)ヒラノテクシード
　　　木津川工場　増築工事

京都府木津川市梅美台 条例協議 工場・約38,000㎡

特定目的会社泉北開発 さくらマネジメント㈱ (仮称)和泉市あゆみ野一丁目 大阪府和泉市あゆみ野 近隣渉外 物流倉庫

　　　　　　　　　　　計画
電波障害対策 敷地面積　約52,000㎡

㈱賃住 ㈱賃住 (仮称)東成区玉津2丁目 大阪市東成区玉津 近隣渉外 共同住宅・14階・216戸

　　　　　　　　　　計画
敷地面積　約4,000㎡

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称)伊丹市山田6丁目 兵庫県伊丹市山田 条例協議 戸建住宅・8区画・約900㎡

　　　　　　　　戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約900㎡

阪急阪神不動産㈱ 阪急阪神不動産㈱ (仮称)吹田市佐井寺4丁目 大阪府吹田市佐井寺 開発行為許可 戸建住宅・23区画

　　　　　　　　戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約3,500㎡

三菱地所㈱ 三菱地所㈱ (仮称)伊丹市鴻池計画 兵庫県伊丹市鴻池 近隣渉外 倉庫・約20,400㎡

ママリス㈱ ㈱奥村組
(仮称)ママリス㈱新工場
　　　　　　　　新築工事

大阪府箕面市森町西 条例協議 工場・約6,400㎡

㈱きんでん ㈱奥村組 きんでん高田営業所 奈良県葛城市東室 開発行為許可 事務所他・約9,000㎡

　　　　　　　　建替計画
近隣渉外

測量

電波障害対策

㈱ワイズアソシエイション
大阪シティ信用金庫
　　旧平野支店解体工事

大阪市平野区加美西 近隣渉外

アパホーム㈱ ㈱日企設計
(仮称)アパホテル＆リゾート
　　　（大阪難波駅タワー）

大阪市浪速区湊町 条例協議 ホテル・地上40階・地下1階

㈱フリゴ 五洋建設㈱
㈱フリゴ咲洲物流センター
　　　　　　　　　新築工事

大阪市住之江区南港南 条例協議 冷蔵倉庫・約8,000㎡

住友商事㈱ ㈱フクダ・アンド・パートナーズ (仮称)高槻プロジェクト 大阪府高槻市南庄所町 条例協議 物流倉庫

　　　　　　　　新築工事
近隣渉外 敷地面積　約13,600㎡

住友林業㈱ 住友林業㈱ (仮称）八尾市都塚南2丁目 大阪府八尾市都塚南 開発行為許可 戸建計画・7区画

　　　　　　　　　戸建計画
近隣渉外 敷地面積　約910㎡

2020年11月～
2021年8月

大阪本社 業務経歴 c o r p o r a t e     e x p e r i e n c e (2021年8月現在)
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