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業  務  経  歴  書

株式会社　近畿日本コンサルタント



場　所 事　業　名 事 業 規 模 事　業　主 発　注　者

大阪市 ハピアガーデン四季のまち A=3.8ha・戸建住宅254戸 阪神電気鉄道 阪神電気鉄道

大阪府池田市 ジーヴォスクエア池田緑丘 A=.6ha・戸建住宅86戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府池田市 フローラルアベニュー池田天神町 A=0.3ha・戸建住宅17戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府池田市 （仮称）池田市五月丘二丁目開発計画 A=0.1ha・戸建住宅6戸 パナソニックホームズ パナソニックホームズ

大阪府和泉市 （仮称）和泉市はつが野開発計画 A=1.5ha・戸建住宅54戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府和泉市 トリヴェール和泉(メグリエテラス）
A=0.8ha・A=1.1ha
戸建:34戸・46戸 住宅生産振興財団 住宅生産振興財団

大阪府和泉市 トリヴｪール和泉(メグリエコート) A=5.2ha・戸建住宅214戸 住宅生産振興財団 　住宅生産振興財団

大阪府茨木市 彩都Ｅ１１－２街区 開発計画 A=3.5ha・戸建住宅142戸 大和ハウス工業・セキスイハイム 大和ハウス工業・セキスイハイム

大阪府茨木市 ジーヴォスクエア茨木若園町 A=0.1ha・戸建住宅8戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府茨木市 フローラルアベニュー彩都あさぎ西 A=0.2ha・戸建住宅8戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府大阪狭山市 ジーヴォスクエアさやかの郷
A=2.0ha

戸建住宅103戸・共同住宅1棟 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府柏原市 エクセレントパーク旭ヶ丘 A=2.9ha・戸建住宅55戸 浪速建設 浪速建設

大阪府堺市 タマタウン堺・泉ヶ丘 Ａ=6.8ha・戸建住宅210戸 タマホーム 五洋建設

大阪府堺市 上野芝ヒルズ A=0.5ha・戸建住宅32戸 MID都市開発・近鉄不動産 MID都市開発・近鉄不動産

大阪府堺市 泉北ニュータウン鴨谷台 A=0.1ha・戸建住宅6戸 ウエストハウス ウエストハウス

大阪府吹田市 (仮称）吹田市千里丘下開発計画 A=0.35ha・集合住宅70戸 第一交通産業 Toki Design

大阪府吹田市 (仮称）吹田市千里丘西開発計画 A=0.29ha・戸建住宅16戸 阪急阪神不動産 Toki Design

大阪府吹田市 吹田市古江台開発事業 A=2.7ha・戸建住宅116戸 フジ住宅 フジ住宅

大阪府吹田市 吹田市千里山開発事業 A=2.3ha　集合住宅・戸建住宅 関電不動産開発 関電不動産開発

大阪府吹田市 千里ディアヒルズ
A＝9.8ha

戸建住宅153戸・共同住宅584戸 日本エスコン ＴＯＫＩ設計

大阪府吹田市 千里山田西・高町台住宅地 三菱商事 三菱商事

大阪府高石市 (仮称)高石市東羽衣町開発計画 A=320㎡・戸建住宅  3戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府高槻市 (仮称)日吉台四番町開発計画 A=1.5ha・戸建住宅75戸 パナホーム パナホーム

大阪府高槻市 パークサイド古曽部町 A=1.0ha・戸建住宅40戸 山永興業 五洋建設

大阪府吹田市 (仮称)吹田市藤白台5丁目計画
A=6.6ha

戸建住宅62戸・共同住宅643戸
商業施設6棟・老人健康福祉施設

日本エスコン・中電不動産 IAO竹田設計

住宅生産振興財団
積水ハウス、パナホーム、住友林業、三井ホーム
セキスイハイム近畿、トヨタホーム、トヨタホーム近畿
国土建設、ミサワホーム近畿、一条工務店

旭化成ホームズ

宅地造成

大阪府和泉市

業 務 経 歴 書 （抜粋）

法人名は文字数の関係で省略しております。　2023年4月現在

トリヴェール和泉(メグリエシティ) A=10.1ha・戸建住宅411戸
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大阪府高槻市 高槻日吉台４番町宅地計画 A=1.7ha・戸建住宅78戸 積水ハウス 五洋建設

大阪府高槻市 グリーンピアコモン阿武山 A=1.8ha・戸建住宅105戸 関西産業 関西産業

大阪府高槻市 パインフィールド緑が丘 A=1.6ha・戸建住宅105戸 ワキタ マツバラ

大阪府高槻市 たかつき花林苑 A=9.9ha・戸建住宅364戸 大阪住宅生協 五洋建設

大阪府豊中市 豊中市玉井町 開発計画 A=0.7ha・戸建住宅57戸 大林新星和不動産 大林新星和不動産

大阪府豊中市 ハピアガーデン豊中上野西 A=0.3ha・戸建住宅20戸 阪神電気鉄道 阪神電気鉄道

大阪府富田林市 ローレルフォーチュン喜志駅前 A=0.2ha・戸建住宅12戸 近鉄不動産 近鉄不動産

大阪府枚方市 (仮称）伊加賀西町宅地開発事業 A=0.4ha・ 戸建住宅29戸 フジ住宅 フジ住宅

大阪府枚方市 枚方市香里丘開発事業 A=2.1ha・戸建住宅125戸 フジ住宅 フジ住宅

大阪府枚方市 香里ヶ丘C-3.C-4.C-7街区 A=4.3ha・戸建住宅220戸 フジ住宅 フジ住宅

大阪府枚方市 ローレルスクエア枚方 A=1.7ha・集合住宅369戸 近鉄不動産 大建設計

大阪府枚方市 牧野寮跡地宅地計画 A=0.3ha・戸建住宅20戸 住友商事 住友商事

大阪府藤井寺市 ジーヴォスクエア春日丘新町 A=1.4ha・戸建住宅74戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

大阪府箕面市 (仮称)箕面市彩都宅地造成工事 A=0.3ha・戸建住宅11戸 パナソニックホームズ パナソニックホームズ

大阪府箕面市 （仮称）箕面市桜ケ丘二丁目開発計画 A=0.12ha・戸建住宅6戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

京都市 (仮称)京都市北区紫竹西大門町宅地造成工事 A=0.1ha・戸建住宅6戸 パナソニックホームズ パナソニックホームズ

京都府木津川市 ハーモニーシティ木津南 A=1.7ha・戸建住宅67戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

京都府木津川市 (仮称)木津川市城山台開発計画 A街区 A=3.7ha・戸建住宅119戸 パナホーム・トヨタホーム パナホーム・トヨタホーム

京都府木津川市 (仮称)木津川市城山台開発計画 Ｂ街区 A=4.1ha・戸建住宅144戸 パナホーム・トヨタホーム パナホーム・トヨタホーム

京都府相楽郡精華町 けいはんな学研都市光台 A=0.2ha・戸建住宅14戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

京都府長岡京市 (仮称)長岡京市天神二丁目宅地造成工事 A=0.2ha・戸建住宅8戸 パナソニックホームズ パナソニックホームズ

京都府舞鶴市 市営三宅団地 建替事業 A=0.4ha・公営住宅63戸 舞鶴市役所 共同設計

神戸市 （仮称）神戸市名谷町社谷区画整理事業 A=21.8ha・戸建589戸 パナソニックホームズ パナソニックホームズ

神戸市 ガーデンシティー舞多聞 A=2.9ha・戸建住宅151戸 　住宅生産振興財団 　住宅生産振興財団

神戸市 （仮称）垂水区小束山学園南開発計画
A=9.2ha・戸建住宅131戸

商業施設・集合住宅・福祉施設
アーク不動産 アーク不動産

大阪府阪南市
積水ハウス、大和ハウス工業
住友林業、セキスイハイム近畿

　住宅生産振興財団A=1.4ha・戸建住宅52戸阪南スカイタウンＢ-8第2地区 宅地開発事業
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神戸市 （仮称）神戸市須磨区白川開発計画 A=250㎡・戸建2戸 シード平和 シード平和

神戸市 (仮称)神戸市垂水区多聞台開発計画 A=0.32ha・戸建住宅15戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

神戸市 (仮称)神戸市北区鹿の子台南町開発計画 A=2.1ha・戸建住宅102戸 大林新星和・MID都市開発 大林新星和・MID都市開発

神戸市 北区鹿の子台北町二丁目計画 A=1.0ha・戸建住宅48戸 パナホーム パナホーム

神戸市 垂水区学園南開発計画
A=9.2ha・戸建住宅229戸
商業用地・福祉施設用地

ジョーコーポレーション ジョーコーポレーション

神戸市 垂水区多聞地区開発計画 A=17.7ha・戸建住宅268戸 アーバンコーポレイション ＵＧ都市建築

兵庫県明石市 ストークビレッジ東二見駅前 A=0.3ha・戸建住宅15戸 昭和住宅 昭和住宅

兵庫県芦屋市 (仮称）芦屋市岩園町開発計画 A=0.3ha・戸建住宅10戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

兵庫県芦屋市 スマートシティー潮芦屋(D3D4) A=6.5ha・戸建住宅238戸 パナホーム パナホーム

兵庫県芦屋市 パナホームスマートシティー潮芦屋
A=3.5ha

　　戸建住宅97戸、共同住宅2棟 パナホーム パナホーム

兵庫県芦屋市 芦屋岩園町プロジェクト A=0.4ha・戸建住宅12戸 関電不動産 喜多隼紀建築事務所

兵庫県芦屋市 ベルポート芦屋係留施設付住宅
A＝4.0ha

戸建住宅45戸・共同住宅1棟 ベルポートジャパン ベルポートジャパン

兵庫県芦屋市 サンナップヒルズ山芦屋 A=0.4ha・戸建住宅9戸 三洋エステート 錢高組

兵庫県芦屋市 (仮称)芦屋市翠ヶ丘開発計画 A=540㎡・戸建住宅4戸 パナソニックホームズ パナソニックホームズ

兵庫県尼崎市 エステムスイート尼崎 A=1.2ha・戸建住宅121戸 日商エステム ヤマジ建設

兵庫県加古川市 ハピアガーデン東加古川 A=5.2ha・戸建住宅191戸 阪神電気鉄道 竹中土木

兵庫県川西市 (仮称)川西市久代三丁目開発計画 A=0.15ha・戸建住宅11戸 ウィル ウィル

兵庫県川西市 プラネシーン川西けやき坂 A=0.6ha・戸建住宅27戸 大林新星和不動産 大林新星和不動産

兵庫県川西市 ステラヒルズ川西
A=76.2ha

戸建住宅1359戸･集合住宅221戸 ステラヒルズ特定目的会社 ステラヒルズ特定目的会社

兵庫県三田市 三田ゆりのき台三丁目計画 A=2.7ha・戸建住宅120戸 住友林業・セキスイハイム 住友林業・セキスイハイム

兵庫県三田市 プラネシーン三田駅前町 A=0.7ha・戸建住宅33戸 大林新星和不動産 大林新星和不動産

兵庫県三田市 北摂三田ウッディタウンけやき台 A=7.0ha・戸建住宅258戸 東急不動産 他 藏建築設計事務所

兵庫県宝塚市 （仮称）宝塚市中筋山手宅造工事設計監理業務 A=0.2ha・戸建住宅9戸 パナホーム パナホーム

兵庫県宝塚市 ブルーミングガーデン宝塚清荒神 A=0.6ha・戸建住宅15戸 ワールドターン ワールドターン

神戸市 ガーデンシティ舞多聞 A=2.9ha・戸建住宅151戸 一般財団法人住宅生産振興財団

トヨタホーム ・住友林業
セキスイハイム近畿・積水ハウス
大和ハウス工業・パナホーム

ミサワホーム近畿

三田ゆりのき台スマートプロジェクト２４０兵庫県三田市
A=6.8ha

戸建住宅240戸
住宅生産振興財団

積水ハウス、大和ハウス工業、パナホー
ム

住友林業、ミサワホーム、セキスイハイム
国土建設、スウェーデンハウス
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兵庫県宝塚市 コモンステージ宝塚清荒神 A=0.5ha・戸建住宅16戸 積水ハウス 竹中工務店

兵庫県宝塚市 ハピアガーデン宝塚千種 A=0.1ha・戸建住宅6戸 阪神電気鉄道 阪神電気鉄道

兵庫県宝塚市 雲雀ヶ丘寮跡地計画 A=0.6ha・戸建住宅27戸 住友商事 住友商事

兵庫県宝塚市 パナホームシティ中山桜台 A=2.3ha・戸建住宅54戸 クラレ不動産 大林組

兵庫県宝塚市 グランドメゾン中山山手 A=5.8ha・集合住宅96戸 積水ハウス 竹中土木

兵庫県宝塚市 (仮称)宝塚市雲雀ケ丘開発計画 A=600㎡・戸建住宅3戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

兵庫県西宮市 西宮市甲子園口2丁目戸建計画 A=200㎡・戸建2戸 アーク不動産 アーク不動産

兵庫県西宮市 (仮称)苦楽園３戸宅地造成計画 A=450㎡・戸建住宅3戸 創建 創建

兵庫県西宮市 甑岩町マンション新築工事 A=2.3ha・共同住宅4棟 創建 藏建築設計事務所

兵庫県西宮市 プラネシーン西宮仁川 A=0.2ha・戸建住宅7戸 大林新星和不動産 大林新星和不動産

兵庫県西宮市 プラネシーン新甲陽町 A=0.3ha・戸建住宅12戸 大林新星和不動産 大林新星和不動産

兵庫県西宮市 ルナ苦楽園二番町 A=0.7ha・戸建住宅34戸 創建 竹中土木

兵庫県西宮市 フローラルアベニュー西宮上大市 A=0.2ha・戸建住宅12戸 大和ハウス工業 大和ハウス工業

兵庫県西宮市 フローラルアベニュー西宮柏堂町 A=1.4ha・戸建住宅35戸 大和ハウス工業 竹中土木

兵庫県西宮市 ハピアガーデン武庫川 A=0.9ha・戸建住宅30戸 三菱商事･阪神電気鉄道 三菱商事･阪神電気鉄道

兵庫県三木市 三木山さつき台
A＝31.1ha

戸建住宅485戸･集合住宅215戸 日商岩井不動産 清水建設

奈良市 近鉄あやめ池住宅地
A＝19.1ha

戸建住宅142戸･集合住宅128戸 近鉄不動産 大林組

奈良市 学園新田町計画 ミサワホーム 矢作建設工業

奈良市 ルイシャトレ学園前
A＝0.8ha

戸建住宅18戸・共同住宅1棟 ニチモ ニチモ

奈良市･生駒市 登美ケ丘１１次２期住宅地土地区画整理事業
A＝27.4ha

戸建住宅409戸･集合住宅480戸 近畿日本鉄道 大林組

奈良県大淀町 花吉野ガーデンヒルズ
A＝102.9ha

戸建住宅・集合住宅 計1441戸・他 近畿日本鉄道 大林組

和歌山市 学園前ふじと宅地計画 A=1.2ha・戸建住宅50戸 積水ハウス 浅井建設

愛知県春日井市 （仮称）高森台団地3-3街区宅地造成計画 A=3.7ha・戸建住宅99戸  住宅生産振興財団 大本組

東京都 北区 （仮称）北区西が丘二丁目宅地造成事業 A=800㎡・戸建住宅6戸 積水化学工業 積水化学工業

東京都渋谷区 渋谷区東二丁目計画 A=300㎡・戸建住宅3戸 阪神電気鉄道 阪神電気鉄道

東京都世田谷区 世田谷区祖師谷六丁目計画 A=0.4ha・戸建住宅27戸 コスモスイニシア・阪神電気鉄道 コスモスイニシア・阪神電気鉄道

東京都 練馬区 （仮称）練馬区春日町一丁目宅地開発計画 A=700㎡・戸建住宅4戸 東京セキスイハイム 東京セキスイハイム

東京都港区 六本木１丁目開発計画 A=0.2ha・共同住宅29階建 住友不動産 UG都市建築

東京都
東久留米市

東久留米市上の原二丁目宅地造成計画 A=1.0ha・戸建住宅64戸  住宅生産振興財団 大本組

神奈川県
高座郡寒川町

（仮称）寒川町一之宮宅地造成事業 A=0.1ha・戸建住宅8戸 東京セキスイハイム 東京セキスイハイム
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神奈川県相模原市 （仮称）相模原市南区大野台宅地造成事業 A=800㎡・戸建住宅7戸 東京セキスイハイム 東京セキスイハイム

千葉県 印西市 印西牧の原H3-46街区宅地造成計画 A=2.7ha・戸建住宅129戸 トヨタホーム 大本組

千葉県 柏市 柏市豊四季台一丁目宅地造成計画 A=0.6ha・戸建住宅34戸  住宅生産振興財団 大本組

茨城県 笠間市 （仮称）笠間市立病院跡地宅地開発事業 A=0.6ha・戸建住宅20戸  住宅生産振興財団  住宅生産振興財団

茨城県
つくばみらい市

(仮称)みらい平203 街区宅地開発事業 A=2.4ha・戸建住宅108戸  住宅生産振興財団  住宅生産振興財団

茨城県つくば市

ミサワホーム、積水ハウス、パナホーム
大和ハウス工業、住友林業、旭化成ホームズ

トヨタホーム、スウェーデンハウス
茨木中央ホーム、茨木セキスイハイム

住宅生産振興財団
A=2.6ha

戸建住宅100戸
(仮称)学園の森一丁目宅地造成事業茨城県つくば市

つなぐ森みらい平
茨城県

つくばみらい市

積水ハウス、パナソニックホームズ、ミサワホー
ム、茨城セキスイハイム、大和ハウス工業、住

友林業、旭化成ホームズ

積水ハウス、パナソニックホームズ、ミサワホー
ム、茨城セキスイハイム、大和ハウス工業、住

友林業、旭化成ホームズ

A=2.0ha
戸建住宅68戸+里山0.3ha

ミサワホーム、積水ハウス
パナホーム、大和ハウス工業
茨城セキスイハイム、住友林業

住宅生産振興財団
A=7.2ha

戸建住宅175戸・共同住宅9棟
(仮称)みどりの里萱丸（A-17街区）開発計画
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場　所 事　業　名 事 業 規 模 事　業　主 発　注　者

大阪市 千島ガーデンモール A=3.0ha・複合商業用地 千島土地 住友商事

大阪府高槻市 フレンドマート高槻氷室店 A=0.3ha・複合商業用地 平和堂 日本商業開発

大阪府枚方市 阪急オアシス枚方出口店 A=0.5ha・物販店舗用地 阪急オアシス 日本商業開発

京都市 （仮称）元白川小学校跡地再開発計画 A=0.7ha・ホテル 住友商事 浅井謙建築研究所

京都府京田辺市 （仮称）フォレストモール京田辺 A=5.8ha・商業施設 フォレストモール アール

神戸市 阪急三宮再開発設計申請 A=1.0ha・商業用地 阪急電鉄 久米設計

神戸市 舞子坂複合施設新築工事 A=0.4ha・商業用地 大和リース 大和リース

神戸市 神戸桃山台ショッピングセンター A=6.0ha オリックス不動産 オリックス不動産

神戸市 テックランド神戸垂水本店 A=3.0ha・物販店舗用地 ヤマダ電機 オリックス不動産

神戸市 (仮称)神戸市西区玉津PRJ A=3.0ha・商業用地 ビバホーム 時空研究所

兵庫県加古川市 イオンタウン東加古川 A=5.8ha・物販店舗用地 マックスバリュ西日本 日本商業開発

兵庫県丹波市 ザ･ビッグ エクストラ氷上店 A=2.8ha・物販店舗用地 オリックス不動産 オリックス不動産

和歌山県岩出市 （仮称）フォレストモール和歌山岩出建築工事 A=4.2ha・商業施設用地 フォレストモール アール

和歌山県
有田郡広川町 滝原温泉ほたるの湯 広川町役場 広川町役場

奈良市 マックスバリュー登美ケ丘店 A=1.0ha・物販店舗用地 光洋 アール

三重県玉城町 イオンビック玉城町店 A=3.2ha・商業用地 イオンビック アール

三重県名張市 Ｋ-ＰＯＷＥＲＳ名張店 A=1.6ha・複合商業用地 きん商 きん商

三重県名張市 トステムビバ名張店
A＝  ha

(物販店舗用地) トステムビバ 不動開発

静岡県富士宮市 カインズホーム富士宮店
A＝3.8ha・商業用地･戸建住宅44

戸
カインズホーム 時空研究所

千葉市 東京クラシッククラインガルテン開発工事 A＝2.5ha 和泉産業 和泉産業

千葉県柏市 マミーマート光ヶ丘店 A=0.7ha・物販店舗用地 マミーマート アール

千葉県 柏市 （仮称）マミーマート柏旭町店計画 A=0.7ha・物販店舗用地 マミーマート アール

千葉県習志野市 屋敷４丁目複合施設 A=2.0ha いちご地所 いちご地所

千葉県船橋市 マミーマート船橋夏見台店 A=0.6ha・物販店舗用地 マミーマート アール

千葉県 松戸市 (仮称)マミーマート松戸中和倉店計画 A=0.9ha・物販店舗用地 マミーマート アール

さいたま市 マミーマート三室店 A=0.8ha・物販店舗用地 マミーマート アール

埼玉県川口市 川口市ＰＡ拡張 A=0.8ha・首都高ＰＡ 首都高速道路 ＵＧ都市建築

埼玉県本庄市 スーパービバホーム本庄店 A=4.7ha・商業用地 LIXILビバ LIXILビバ

埼玉県八潮市 マミーマート八潮伊草店 A=1.1ha・物販店舗用地 マミーマート アール

神奈川県伊勢原市 エスポット伊勢原店 A=0.6ha・物販店舗用地 マキヤ マキヤ

茨城県守谷市 守谷ＳＡリニューアル A=4.8ha NEXCO東日本 丹青社

群馬県吉岡町 群馬吉岡町開発計画 A=11ha・商業用地 ジョイフル本田 アール

商業施設

-　6　-



場　所 事　業　名 事 業 規 模 事　業　主 発　注　者

大阪市 大阪IRの事業化に関するアドバイザー業務 A=15ha 大阪府 PwCコンサルティング合同会社

大阪市 (仮称)レンゴー淀川工場跡地開発計画 A=4.4ha・物流倉庫 住友商事 住友商事

大阪府枚方市 日本カタン本社工場 A=1.7ha 日本カタン 住友商事

大阪府能勢町 能勢町山辺太陽光発電所 A=2.0ha アストロナジージャパン 時空研究所

神戸市 福原精機製作所第三工場新築工事 A=0.66 福原精機製作所 双星設計

兵庫県加古川市 加古川市平荘町里1129-3 発電所
A=4.9ha

発電出力3,200kw Qvou Qvou

兵庫県川西市 川西サンライト太陽光発電所 18,000kw ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ ＳＯＬＡＲ ＪＦＥ電制

兵庫県上郡町 パシフィコ・エナジー播州メガソーラー発電所計画 80MV パシフィコ・エナジー播州合同会社 パシフィコ・エナジー播州合同会社

兵庫県上郡町 パシフィコ・エナジー赤穂メガソーラー発電所計画 110MW パシフィコ・エナジー赤穂合同会社 パシフィコ・エナジー赤穂合同会社

兵庫県三田市 三田市池尻太陽光発電所 5,800kw ヤマジ建設 ヤマジ建設

兵庫県三田市 パシフィコ・エナジー三田メガソーラー発電所計画 120MV パシフィコ・エナジー三田合同会社 パシフィコ・エナジー三田合同会社

兵庫県姫路市 パシフィコ・エナジー夢前メガソーラー発電所計画 70MW パシフィコ・エナジー夢前合同会社 パシフィコエナジー・夢前合同会社

兵庫県姫路市 パナソニック姫路工場 A=41.0ha パナソニック 竹中土木

兵庫県三木市 ヤクルト兵庫三木工場 A=5.0ha ヤクルト 竹中土木

京都府綾部市 綾部管理型最終処分場 A=4.4ha・埋立容量：142,781 樋口商店 樋口商店

奈良県生駒市 奈良生駒ソーラー計画 A=25.0ha 九電工 新都市21

滋賀県守山市 キャノンマシナリー守山工場 A=5.0ha キャノン 西松建設

滋賀県栗東市 (仮称)栗東市北中小路開発計画 A=13.ha ニプロ 千商

滋賀県栗東市 (仮称)栗東市六地蔵開発計画 A=10ha ニプロファーマー 千商

和歌山県上富田町 パシフィコ・エナジー和歌山メガソーラー発電所計画 100MW パシフィコ・エナジー和歌山合同会社 パシフィコ・エナジー和歌山合同会社

和歌山県串本町 串本メガソーラー計画 A＝3ha インリーグリーンエナジー・ジャパン インリーグリーンエナジー・ジャパン

和歌山県御坊市 風況観測鉄塔建設計画 H=60m パシフィコ・エナジー パシフィコ・エナジー

工場・企業用地・再生エネルギー

（仮称）川西市舎羅林山産業団地開発事業
A=92.3ha

(物流施設・工場）

近畿興産・川西1特定目的会社
川西2特定目的会社・川西3特定目的会

社
ESR

近畿興産兵庫県川西市
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和歌山県粉河町 ＪＡ紀の里総合選果場
A＝3.2ha

総合拠点選果場１棟・貯蔵施設１棟 ＪＡ紀の里 ＪＡ紀の里

高知県大豊町 ユーラス大豊風力発電 11基 ユーラスエナジージャパン 竹中土木

鹿児島いちき串木野市 一般廃棄物最終処分場 A=5.5ha いちき串木野市 環境技研

三重県鳥羽市 (仮称)鳥羽市太陽光発電所計画 A=20ha・16.5MW 鳥羽プロジェクト合同会社 鳥羽プロジェクト合同会社

三重県名張市 ノーベル製菓三重工場 A＝8.6ha ノーベル製菓 竹中土木

富山県射水市 富山県射水市駐車場拡大計画 A=1.0ha 中央倉庫 中央倉庫

愛知県春日井市 春日井市ロジスティクスセンター A=3.9ha オリックス 浅井謙建築建研究所

静岡県牧之原市 静岡県牧之原市開発計画 A=0.6ha Looop Looop

千葉市 東京クラシッククラインガルテン開発工事 A=2.5ha 和泉産業 和泉産業

埼玉県
入間郡毛呂山町

（仮称）鶴ヶ島Ⅱﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ新築工事 A=3.6ha・物流倉庫 オリックス不動産 MPデベロップメント

埼玉県
入間郡三芳町

（仮称）三芳物流センター新築工事 A=5.2ha・物流倉庫 三芳町プロパティーズ特定目的会社 浅井謙建築研究所

さいたま市岩槻区 （仮称）岩槻Ⅱﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ新築工事 A=2.2ha・物流倉庫 オリックス フクダ・アンド・パートナーズ

神奈川県相模原市 （仮称）神奈川県相模原計画 A=2.8ha 三井住友ファイナンス＆リース 浅井謙建築建研究所

茨城県笠間市 （仮称）笠間市太陽光発電所開発計画 A=25.1ha アストロナジージャパン 時空研究所

栃木県佐野市
多田町

佐野市多田町太陽光発電所開発事業 A=121ha・41.6MW Sun Station Hikari X 合同会社 juwi自然電力

栃木県
芳賀郡市貝町

市貝太陽光発電所計画 A=46ha・20.0MW 栃木市貝太陽光発電合同会社 東京ガス

山梨県 笛吹市 （仮称）御坂町計画 A=0.3ha・事業所 山伸マテリアル UG都市建築

岩手県紫波町 紫波町ソーラー計画 A=4.8ha アストロナジージャパン 時空研究所
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場　所 事　業　名 事 業 規 模 事　業　主 発　注　者

大阪府茨木市 茨木カンツリー倶楽部 改造 茨木カンツリー倶楽部 茨木カンツリー倶楽部

大阪府茨木市 茨木国際ゴルフ倶楽部 改造 パシフィックゴルフマネージメント パシフィックゴルフマネージメント

大阪府枚方市 枚方国際ゴルフ倶楽部 改造 パシフィックゴルフマネージメント パシフィックゴルフマネージメント

大阪府大東市 阪奈カントリークラブ 改修 クラッシック クラッシック

神戸市 ロータリーゴルフ倶楽部 改修 オリックスゴルフマネジメント 浅井謙建築研究所

兵庫県宝塚市 大宝塚ゴルフクラブ 改造 パシフィックゴルフマネージメント パシフィックゴルフマネージメント

兵庫県宝塚市 新宝塚カントリークラブ　打放し場等新設事業 新設 日新開発 稲治造園工務所

兵庫県三木市 吉川インターゴルフ倶楽部 新設 吉川インターゴルフ倶楽部 前田建設工業

和歌山県有田川町 有田東急ゴルフクラブ 新設 有田東急ゴルフクラブ 東急不動産

愛媛県松山市 松山国際ゴルフ倶楽部 災害復旧 パシフィックゴルフマネージメント パシフィックゴルフマネージメント

福岡市 大博多カントリー倶楽部 災害復旧 オリックスゴルフマネジメント オリックスゴルフマネジメント

沖縄県西原町 沖縄カントリークラブ 改修 オリックスゴルフマネジメント 竹中土木

三重県名張市 オークモントゴルフクラブ 新設 オークモントゴルフクラブ 矢作建設工業

静岡県 伊東市 (仮称)伊東市グランピング計画 A=0.8ha・１０棟 クロスライフ クロスライフ

静岡県御前崎 御前崎　NEXTA FIELD  A=1.7ha・自然運動公園 静岡カントリー　浜岡コース＆ホテル 静岡カントリー　浜岡コース＆ホテル

静岡県 御殿場市 (仮称)御殿場市FAVホテル計画 A=0.2ha・１棟 渡辺建設 森建築デザイン事務所

千葉市 東京クラシック　馬主クラブ・クラインガルテン A=3.0ha 東京クラシック 東京クラシック

- 固定資産税減免申請、土地管理台帳作成 － オリックスゴルフマネジメント オリックスゴルフマネジメント

ゴルフ場・レジャー施設
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場　所 事　業　名 事 業 規 模 事　業　主 発　注　者

大阪府池田市 大阪教育大学附属池田小学校 A＝1.5ha 大阪教育大学 共同設計

大阪府池田市 池田三恵園 A＝1.0ha 産経新聞 産経新聞

大阪府茨木市 特別養護老人ホーム「ラガール」 － 大阪弘道会 広建設計

大阪府河内長野市 市立三日市幼稚園グラウンド － 河内長野市 河内長野市

大阪府富田林市 障害者自立支援施設 こんごう福祉センター A＝2.1ha 大阪府障害者福祉事業団 内藤建築事務所

大阪府豊能郡
能勢町

能勢町小学校・中学校新築工事 A＝10.6ha 能勢町 大建設計

大阪府羽曳野市 大阪はびきの医療センター新病院建替に伴う開発申請業務 A=8.8ha 独立行政法人大阪府立病院機構 竹中工務店

大阪府羽曳野市 大阪はびきの医療センター新病院建設工事 A=8.7ha 地方独立行政法人　大阪府立病院機構 竹中工務店

大阪府東大阪市 大商大新キャンパス計画 A＝0.9ha 大阪商業大学 久米設計

大阪府枚方市 大阪府立支援学校（枚方校） A＝2.1ha 大阪府 安井建築設計事務所

大阪府箕面市 彩都の丘学園グラウンド整備 A＝2.0ha 箕面市 共同設計

京都市 教養教育共同化施設（仮称） A＝5.5ha 京都府 久米設計

兵庫県宝塚市 宝塚医療大学 A＝4.8ha 平成医療学園 西松建設

兵庫県宝塚市 サンシティ宝塚 － ハーフセンチュリーモア 浅井謙建築研究所

兵庫県西宮市 関西学院大学 第３フィールド A＝4.9ha・大学グラウンド 関西学院 竹中土木

兵庫県西宮市 チャームスイート苦楽園 A=0.21ha・有料老人ホーム チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション

兵庫県西宮市 (仮称)チャームスイート苦楽園新築工事 A=0.24ha 福祉施設 京都建築事務所 京都建築事務所

奈良市 チャーム奈良学園前施設 A=0.48ha 福祉施設 日本建設 日本建設

奈良県生駒市 特別養護老人ホーム「高山ちどり」 A＝0.8ha 晋栄福祉会 桝谷設計

奈良県桜井市 桜井小学校改築事業 A＝2.4ha 桜井市役所 桝谷設計

奈良県吉野郡
十津川村

十津川中学校新築 A＝1.4ha 十津川村役場 桝谷設計

徳島県藍住町 (仮称)徳島県藍住町福祉センター造成設計 A＝3.1ha 藍住町 久米設計

東京都区 東京消防庁変更設計業務 A＝0.6ha 東京都消防庁 UG都市建築

東京都葛飾区 東京慈恵会医科大学青戸病院 A＝1.5ha 慈恵大学 アール･アイ･エー

東京都世田谷区 有料老人ホーム　ザ･サンシャイン成城 A＝0.6ha ツクイ ジェイ石田アソシエイツ

さいたま市 荒川総合運動公園 A＝28.0ha 国土交通省 公共用地補償機構

学校・医療福祉 等
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場　所 事　業　名 事 業 規 模 事　業　主 発　注　者

大阪府高槻市 高槻市立葬祭センター A=1.2ha 高槻市役所 共同設計

大阪府四条畷市 飯盛霊園 A=1.6ha 飯盛霊園組合 緑景

大阪府大東市 (仮称)勝福寺　大東霊園 A=2.9ha 勝福寺 勝福寺

京都府宇治市 宇治神社境内整備 A=0.5ha 宇治神社 錢高組

兵庫県宝塚市 宝塚動物霊園　本院 A=0.6ha プリペット プリペット

滋賀県甲賀市 甲賀斎苑 A=1.5ha 甲賀広域行政組合 共同設計

和歌山県岩出市 根来公園墓地 A=23.6ha 岩出市役所 岩出市役所

徳島県吉野川市 聖地エル・カンターレ生誕館本殿新築工事 A=2.9ha 幸福の科学 幸福の科学

霊 園 等
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