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事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

アリオ札幌 札幌市 （株）イトーヨーカ堂
商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理、管理運営計画

ロビンソン百貨店
リニューアル

札幌市 ススキノ十字街ビル（株）
商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理

厚別副都心サンピアザ SC 札幌市 （株）札幌副都心再開発公社 商業計画・推進、商環境計画、内装推進監理

札幌アルシュビル 札幌市
（有）ジェー・オー・エフ・ペンション・
インベスターズ

商業基本計画

IKEUCHI　ZONE 札幌市 （株）丸ヨ池内 マーケット調査、テナントリーシング

シティ青山　リニューアル 盛岡市 （株）シティ商事 商業基本計画、商環境計画

仙台駅前開発ビル（ロフト） 仙台市 （株）仙台駅前開発ビル 商業計画・推進、内装推進監理

仙台長町副都心地区計画 仙台市 （株）UR リンケージ 調査研究、商業基本計画

フォンテ AKITA 秋田市 （株）秋田ショッピングセンター
基本計画、テナントリーシング、
内装推進監理、サイン計画

アティ郡山　リニューアル 福島県郡山市 東邦製麦（株） リニューアル計画、管理運営計画

Co-C.G.（コシジ） 新潟市 （株）越路
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

水戸サウスタワー 水戸市 310・2 号特定目的会社 事業推進、テナントリーシングサポート、PM 業務

ライフスクエア ROSEO 水戸 水戸市 合名会社ロゼオ 基本構想計画、商環境基本計画、大店立地法届出対応

タウンセンター地区計画 茨城県つくば市 筑波ハイテクフォーラム（株） 商業基本計画

鹿島セントラルビル 茨城県神栖市 （株）日本設計 商業基本計画
ニューポートひたちなか
ファッションクルーズ
リニューアル

茨城県
ひたちなか市

（株）ホンダ産業
商業基本計画、テナントリーシング、
内装推進監理

ビバモール那須塩原 栃木県那須塩原市 日本商業開発（株） 開発事業推進、商環境計画、設計監修

ビバモール足利 栃木県足利市 トステムビバ（株）、日本商業開発（株） 商業計画推進、設計監修

宇都宮西武百貨店跡再生プラン 宇都宮市 斎藤商事（株） 商業基本計画

キュポ・ラ 埼玉県川口市 （株）マルエツ開発
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

草加松原団地建替計画 埼玉県草加市 （株）UR リンケージ 調査研究
高坂駅東口第二地区
施設立地基本構想

埼玉県東松山市 （株）新都市サービス 調査研究

桶川マイン　リニューアル 埼玉県桶川市 （株）東武ストア　 商業基本計画、商環境計画

EX（イーエクス）ビル 千葉市 （株）田原屋 商業計画推進、テナントリーシング

ワンズモール千葉長沼 千葉市 三井物産（株）
商業計画・推進、大店法対応、
テナントリーシング、内装推進監理、管理運営計画

JR 稲毛海岸駅ビル 千葉市 JR 京葉企画開発（株） 商業計画・推進、管理運営計画・指導

JR 検見川浜駅ビル 千葉市 JR 京葉企画開発（株） 商業計画・推進、管理運営指導

サンモール改装提案 千葉県旭市
ムーア・ストラテジック・バリュー・
パートナーズ・ジャパン・エルエルシー

商業基本計画

酒々井モール計画 千葉県印旛郡 （株）ミヤビエステックス 商業基本計画

鳥田地区商業施設計画 千葉県木更津市 ジャパンデベロップメント（株） 商業基本計画

笹子地区商業調査 千葉県木更津市 ジャパンデベロップメント（株） 商業基本計画
千葉ニュータウン
商業施設等誘致計画

千葉県印西市 （株）千葉ニュータウンセンター 事業化計画

千葉ニュータウン 23 住区
近隣センター計画

千葉県印西市 （株）松田平田 商業基本計画

モリシア津田沼
リニューアル

千葉県習志野市
中央三井信託銀行（AM 野村不動産
インベストメント・マネジメント（株））

商業計画・推進、テナントリーシング、
PM 業務
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事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容
ニッケコルトンプラザ
第Ⅰ・Ⅱ期計画

千葉県市川市 日本毛織（株）
商業計画・推進、商環境計画、設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理

ニッケコルトンプラザ
第Ⅲ期計画

千葉県市川市 日本毛織（株）
商業計画・推進、商環境計画、設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理

YUITO ／日本橋室町野村ビル 東京都中央区 野村不動産（株）
商業基本計画、テナントリーシング、
内装推進監理、サイン計画

GEMS 市ヶ谷 東京都千代田区 野村不動産（株）
調査、商環境計画、内装推進監理、管理運営計
画

秋葉原 6 街区計画 東京都千代田区 （株）サンケイビル 商業基本計画

銀座地区商業ビル企画 東京都中央区 （株）竹中工務店 商業基本計画

銀座オプティカ 東京都中央区 エスピーエーツー銀座３丁目（同） 商業計画、ビル仲介

ライフ東中野東洋ビル 東京都中野区 UFJ 信託銀行他 テナントリーシング、管理運営指導

イルチェントロ計画 東京都渋谷区 （株）ランドビジネス 商業基本計画、商環境計画

渋谷桜ヶ丘調査 東京都渋谷区 （株）環境開発研究所 商業基本計画

恵比寿プライムスクエア 東京都渋谷区 千代田生命保険（相） 商業計画・推進

GEMS 渋谷 東京都渋谷区 野村不動産（株） マーケット調査、テナントリーシング

東雲キャナルコート出店意向調査 東京都江東区 都市基盤整備公団 調査研究

東京国際展示場飲食店計画 東京都江東区 （株）東貿サービス 商業基本計画

臨海副都心台場 C 街区 東京都港区 バッテリータウン二十一（株） 商業基本計画

足立区役所本庁舎跡地利用計画 東京都足立区 （株）日本設計 商業基本計画

経堂コルティ 東京都世田谷区 （株）プログレスデザイン 内装推進監理

日産武蔵村山工場土地利用計画
東京都
武蔵村山市

三井物産（株） 商業基本計画

立川市高松駅前調査 東京都立川市 物産不動産（株） 調査研究

MINANO 東京都府中市 府中片町インベストメント 基本構想、リーシングサポート

南大沢駅前事業計画 東京都八王子市 野村不動産（株） 商業基本計画
八王子みなみ野シティ駅前街区 
複合施設等立地検討調査

東京都八王子市 （株）新都市サービス 調査研究

堀之内駅前センター施設の立地
促進検討調査

東京都八王子市 都市基盤整備公団 調査研究

多摩ニュータウン稲城市域に
おける施設立地推進検討調査

東京都稲城市 都市基盤整備公団 調査研究

モリタウン増床リニューアル 東京都昭島市 昭和飛行機工業（株） 商業計画・推進、商環境計画、内装推進監理

東京国際エアカーゴターミナル 東京都 東京エアカーゴターミナル（株） テナント出店に関するコンサルティング
ザ・モールみずほ16　リニュー
アル

東京都西多摩郡 （同）西友 テナント計画、商環境基本計画、内装推進監理

横浜ビジネスパーク　レストラ
ンコート棟（プレッツォ）

横浜市保土ヶ谷
区

野村不動産（株） 商環境計画

トレッサ横浜 横浜市 （株）トヨタオートモールクリエイト
商業計画・推進、商環境基本設計、
テナントリーシングサポート

港北ニュータウン
仲町台駅前センター

横浜市 都市基盤整備公団 商業計画・推進

みなとみらい 21
中央地区開発計画

横浜市 都市基盤整備公団 調査研究

みなとみらい 21 中央地区街区
開発促進方策検討調査

横浜市 都市基盤整備公団 調査研究

みなとみらい 21 栄本町線沿道
土地活用事業化検討調査

横浜市 （株）横浜みなとみらい 21 調査研究、商業基本計画
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事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

bono 相模大野 SC 相模原市 野村不動産（株）
商業計画・推進、商環境計画・設計監理、
テナントリーシング、内装推進監理、
管理運営計画・指導、PM

武蔵小杉コアタウン 川崎市中原区 東京急行電鉄（株） 商業計画・推進、内装推進監理

フューチャーシティ ファボーレ 富山市 富山フューチャー開発（株）

商業計画・推進、建築設計・監修、
商環境計画・設計・監理、大店法対応、
テナントリーシング、内装推進監理、
管理運営計画・指導、開業販促指導

フューチャーシティ ファボーレ
温浴施設計画

富山市 富山フューチャー開発（株） 事業コーディネイト、設計監修

湯村ショッピングセンター　
リニューアル

甲府市 山梨交通（株） 商業計画・推進、テナントリーシング

ライフスクエア COMO 庄内 長野県松本市 （株）アップルランド 商業計画推進、商環境計画
松本駅前ホテル・オフィス
開発調査

長野県松本市 東日本旅客鉄道（株） 調査・研究

コミュニティマーケットプレイス
ギャザ　リニューアル

長野県塩尻市 （株）アップルランド 商環境計画、内装推進監理

アル・プラザ鶴見 岐阜県大垣市
（株）平和堂
（株）平和堂東海

建築基本計画、商業計画・推進、商環境計画、
内装推進監理

サンサンシティマーゴ　
リニューアル

岐阜県関市 （株）サン・ストラッセ
商業計画・推進、管理運営指導、商業者指導、
テナントリーシング

名鉄百貨店一宮店 岐阜県一宮市 （株）名鉄百貨店 商環境設計・監理

カラフルタウン岐阜 岐阜市 （株）トヨタオートモールクリエイト
商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
内装推進監理、管理運営計画、開業販促運営、
経常販促計画

カラフルタウン岐阜　
リニューアル

岐阜市 （株）トヨタオートモールクリエイト
商業基本計画、商業計画・推進、
テナントリーシング、内装推進監理、
管理運営計画、販促指導

ソニー沼津工場用地利用計画 静岡県沼津市 ソニー（株） 商業基本計画

中部臨空前島調査 愛知県常滑市 愛知県 調査研究、商業基本計画、事業化計画
ラピオ : アル・プラザ小牧　
リニューアル

愛知県小牧市 小牧都市開発（株） 商業基本計画、事業推進補助

リソラ大府ショッピングテラス 愛知県大府市 矢作地所（株）
商業計画・推進、商環境デザイン、
テナントリーシング、内装推進監理、
管理運営計画、PM 業務

金山プラザ　リニューアル
（ミュープラット金山）

名古屋市熱田区 名古屋鉄道（株） 商環境デザイン計画、内装推進監理

金山東口店舗計画 名古屋市 （株）名鉄生駒アセットマネジメント 商業基本計画

センチュリー豊田ビル 名古屋市 東和不動産（株）
商環境計画・設計・監理、内装推進監理、
テナントリーシング、管理運営、販促計画

ミッドランドスクエア 名古屋市
東和不動産（株）
トヨタ自動車（株）

（株）毎日新聞社
商業基本計画、商環境デザイン、設計監理

名古屋港 MECCA
プロジェクト

名古屋市 三交不動産（株） 商業基本計画

栄地下街　リニューアル計画 名古屋市 名古屋地下振興（株） 商業基本計画

名古屋小田井地区開発 名古屋市 （株）中部都市整備センター 商業基本計画
国際デザインセンター

（ナディアパーク・クレアーレ）
名古屋市 （株）国際デザインセンター

商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
内装推進監理、テナントリーシング

丸栄　リニューアル 名古屋市中区 （株）丸栄 基本計画、MD 計画、テナントリーシング

ソラト太田川 愛知県東海市 矢作地所（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
商環境デザイン、内装推進監理、管理運営計画
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事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

JR 稲沢駅前地区 愛知県稲沢市 （株）都市みらい推進機構 商業基本計画

高蔵寺サンマルシェ 愛知県春日井市 （株）中部新都市サービス 商業計画・推進、内装推進監理

水野団地商業施設計画 愛知県瀬戸市 （株）中部新都市サービス 商業基本計画

日進香久山 SC 愛知県日進市 （株）中部新都市サービス 商業基本計画

トヨタ生協三好ケ丘計画 愛知県西加茂郡 トヨタ生協 商業基本計画、MD 指導

三重 JA 青山施設整備計画 三重県伊賀市 （社）農協流通研究所 商業基本計画

フレンドタウン福井 福井市 （株）平和堂 施設配置計画

ビバシティ彦根 滋賀県彦根市
（株）平和堂
彦根商業開発（協）

商業計画・推進、基本設計、建築設計・監修、 
商環境計画・設計・監理、テナントリーシング、
内装推進監理

ららぽ一と守山 滋賀県守山市 三井不動産（株） 商業計画・推進、内装推進監理

アル・プラザ堅田リボーン計画 大津市 （株）平和堂
建築基本計画、商業計画、商環境基本デザイン、
内装推進監理

浜大津アーカス 大津市 京阪電気鉄道（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

平和堂あどがわ 滋賀県高島市 （株）平和堂
商業計画・推進、施設基本計画、
商環境デザイン計画・監修

アピア　再生計画 滋賀県東近江市
八日市駅前商業開発（株）
八日市商業開発協同組合

（株）平和堂
調査、商業基本計画

日新河原町ビル 京都市 日新建物（株） 調査・企画、テナントリーシングサポート

同志社大学会館商業計画 京都市 学校法人同志社 商業計画・推進、テナントリーシング
パセオ・ダイゴロー西館　
リニューアル計画

京都市 京都醍醐センター（株） 商業計画・推進、内装推進監理

アバンティ　リニューアル 京都市 京都駅南口再開発（株）
商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理、
管理運営指導

京都駅ビル 拉麺小路
リニューアル

京都市 京都駅ビル開発（株） 内装推進監理

アル・プラザ城陽
リニューアル

京都府城陽市 （株）平和堂
商業基本計画・設計、商環境計画、
設計監修・監理、テナントリーシング、
内装推進監理

ホワイティうめだ　ファンシー
ロビー　リニューアル

大阪市北区 大阪地下街（株）
計画コンサル、テナント出店コンサル、内装推
進監理

地下街ショッピングセンター　
事業評価・分析

大阪市北区 大阪市街地開発（株） 事業分析、マーケット評価

ブリーゼブリーゼ 大阪市 （株）サンケイビル 商業計画・推進、テナントリーシング
なんばグランド花月
リニューアル計画

大阪市中央区 （株）よしもとデベロップメンツ MD 計画、商環境計画

新・コムサストア　リニューアル
　梅田店、キャナルシティ博多店

大阪市、福岡市 （株）ファイブ・フォックス 商業計画・推進、テナントリーシング

梅田北ヤード調査 大阪市 （株）UR サポート 調査研究

木津卸売市場企画 大阪市 （株）大林組 商業基本計画

アメリカ村ブルータス 大阪市 オックスフォード企画（株） 商業計画・推進、商環境計画、内装推進監理

天保山ハーバービレッジ 大阪市 大阪ウォーターフロント開発（株） 商業基本計画

ATC　O's 大阪市
アジア太平洋
トレードセンター（株）

商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
テナントリーシング、管理運営指導、
経常販促運営

ユニバーサル・シティウォーク大阪 大阪市 住友商事（株） 商業計画・推進、テナントリーシング
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民間型商業施設の開発計画・推進における
主な業務実績 -5

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

OAP プラザ 大阪市
三菱マテリアル（株）
三菱地所（株）

商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

千島ガーデンモール 大阪市 住商アーバンデベロップメント（株） 商業計画・推進

三井アウトレットパーク大阪鶴見 大阪市 三井不動産（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

メディオ新大阪　味のはってん
館＆できたてデリカゾーン

大阪市 （株）新大阪ステーションストア テナント構想

メディオ新大阪　
リニューアル

大阪市 （株）大林組
商業計画・推進、商環境計画、テナントリーシング、
内装推進監理、管理運営指導

大阪都心部における土地有効
利用事業とまちづくり NPO
との連携方策調査

大阪市 （株）まちづくりシステム 調査研究

シーオンプラザ　リニューアル 大阪市 シーオン（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

パシフィーク心斎橋 大阪市 パシフィックリテールマネジメント（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理支援、PM 業務

関西圏における大規模商業施設
実態調査

大阪市　他 都市基盤整備公団 調査研究

ヒルトンプラザ
ヒルトンプラザウェスト

大阪市 吉本ビルディング（株） 飲食ゾーン商業計画・推進、テナントリーシング

よしもと　おみやげもん横丁 大阪市中央区 大成土地（株） 店舗計画、基本設計、設計監理

千里山団地調査 大阪府吹田市 （株）UR リンケージ 調査研究
堺泉北港汐見沖
フェニックス用地利用計画

大阪府泉大津市 大阪府港湾局 事業化計画

ディオス北千里 大阪府吹田市 千里北センター（株）
商業計画・推進、建築設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理

香里団地商業　リニューアル計画 大阪府枚方市 （財）住宅・管理協会 商業基本計画

南海電鉄堺コミュニティ計画 大阪府堺市 南海電気鉄道（株） 商業基本計画

堺東ジョルノ　リニューアル 大阪府堺市 （株）竹中リアルティ 商業計画・推進、テナントリーシング
ポップタウン住道
オペラパーク南館　リニューアル

大阪府大東市 大川創業（株）
マスタープラン、テナントリーシング補助、
内装推進監理、

泉大津旧港再開発商業施設計画 大阪府泉大津市 泉大津港湾都市（株） 商業基本計画

エコール・いずみ本館 大阪府和泉市 （株）関西都市居住サービス
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理、開業販促指導

エコール・いずみ東館増床 大阪府和泉市 （株）関西都市居住サービス
商業基本計画、テナントリーシング、
商環境計画、内装推進管理

アムゼモール 大阪府和泉市 （株）関西都市居住サービス
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

カルフール　光明池店 大阪府和泉市 カルフールジャパン（株）
商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
大店法対応、テナントリーシング、内装推進監理

カルフール
　東大阪店、箕面店、尼崎店、二見店

大阪府
東大阪市　他

カルフールジャパン（株） テナントリーシング

岸和田カンカン 
ベイサイドモール

大阪府岸和田市 岸和田港湾都市（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理、管理運営計画・指導

岸和田カンカン本館　
リニューアル

大阪府岸和田市 住商アーバン開発（株） 商業計画・推進、商環境計画、テナントリーシング

りんくうパピリオ 大阪府泉佐野市 （財）大阪府りんくうセンター
商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理、
管理運営計画

りんくうプレミアムアウトレット 大阪府泉佐野市 チェルシージャパン（株）
飲食ゾーン商業計画・推進、
テナントリーシング、内装推進監理
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民間型商業施設の開発計画・推進における
主な業務実績 -6

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

関空ビル商業ゾーン賃料調査 大阪府泉佐野市 関西国際空港（株） 調査研究

アルザ泉大津　リニューアル 大阪府泉大津市 アルザ泉大津都市開発（株） 商業計画・推進、テナントリーシング

コア古川橋　リニューアル 大阪府門真市 （株）サンコオア MD 計画、商環境計画、テナントリーシング

神戸ハーバーランド　ビーズキス 神戸市 住友生命保険（相）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理、管理運営計画・指導

セリオ活性化計画 神戸市 （株）神戸ニュータウン開発センター 商業基本計画

ブルメール HAT 神戸 神戸市 大和システム（株） テナントリーシング、内装推進監理

エコールリラ　リニューアル 神戸市 （株）関西都市居住サービス
商業計画・推進、仮設店舗計画、
テナントリーシング、商環境計画、内装推進監理

エコールマリン 神戸市 （株）関西都市居住サービス
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

リファーレ横尾　リニューアル計画 神戸市 （株）神戸ニュータウン開発センター
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

RIC リバーモール 神戸市 積水ハウス（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

RIC ジ・アンタンテ・
マーケットシーン

神戸市
積水ハウス（株）
信泉興産（株）
アーバンライフ（株）

商業計画・推進、テナントリーシング、
商環境計画、内装推進監理

神戸空港マリンエア 
旅客ターミナルビル

神戸市 神戸空港ターミナル（株） 商業計画・推進、テナントリーシング

御影クラッセ　リニューアル 神戸市 住商アーバン開発（株）
商業基本計画、計画推進サポート、
テナントリーシング

神姫フードサービス SA 企画書作成
（西宮名塩 SA・加西 SA）

兵庫県 神姫フードサービス（株） 企画提案資料作成

センチュリープラザ 兵庫県三田市 （株）北摂コミュニティ開発センター
商業基本計画、テナントリーシング、
大店立地法、内装推進監理

えるむプラザ活性化計画 兵庫県三田市
（株）北摂コミュニティ
開発センター

商業基本計画

フローラ 88 兵庫県三田市
（株）北摂コミュニティ
開発センター

商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

三田あかしあ台 兵庫県三田市 都市基盤整備公団 商業基本計画、テナントリーシング

伊丹阪急新駅商業計画 兵庫県伊丹市 阪急エンジニアリング（株） 商業基本計画、商環境計画

エコールなじお 兵庫県西宮市 （株）関西都市居住サービス
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

ニッケパークタウン 兵庫県加古川市 日本毛織（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

ニッケパークタウン レポス
リニューアル　　

兵庫県加古川市 日本毛織（株）
商業計画・推進、商環境計画・監理、
テナントリーシング、内装推進監理、管理運営計画

日生中央サピエ 兵庫県猪名川町 新星和不動産（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理、管理運営計画・指導

明石グルメファクトリー
リニューアル計画

兵庫県明石市 山陽電気鉄道（株）
商業計画・推進、商環境計画、
テナントリーシング

アステ川西（地下 1 階部分）
リニューアル

兵庫県川西市 川西都市開発（株）
商業基本計画、商環境計画、
テナントリーシング、内装推進監理

サンタウンプラザ すずらん館
リニューアル

奈良市 関西文化学術研究都市センター（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
商環境計画、内装推進監理

イトーヨーカドー
　奈良店　5 階飲食ゾーン

奈良市 （株）イトーヨーカ堂 テナントリーシング

エコール・マミ 奈良県香芝市 （株）関西都市居住サービス
商業計画・推進、テナントリーシング、
管理運営計画、内装推進監理

大和高田オークタウン第 1 期 奈良県大和高田市 ユニチカ（株） 商業計画・推進、内装推進監理
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事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

CiTY!　WAKAYAMA 和歌山市 （株）延田エンタープライズ 商業計画・推進、テナントリーシング

和歌山岩出商業計画 和歌山市 大興産業（株） 商業基本計画
倉吉パープルタウン
リニューアル

鳥取県倉吉市 倉吉ショッピングセンター（株） 商業計画・推進、テナントリーシング

岡山ドレミの街　リニューアル 岡山市 岡山駅前第一ビル（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

サンパーク新見 岡山県新見市 （株）サンディ
商業計画・推進、建築設計・監理、
商環境計画・設計・監理、内装推進監理

邑久プラザ SC 岡山県瀬戸内市 （株）神戸屋 商業計画・推進、商環境計画、内装推進監理
今治ファッションビル
VISAGE

愛媛県今治市 （株）アイエス産業
商業計画・推進、商環境計画、
テナントリーシング

ホークスタウンモール
増床・リニューアル

福岡市 （株）ホークスタウン
商業計画・推進、商環境計画・設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理

西新エルモール・プラリバ
リニューアル

福岡市 東京建物（株） 商業計画・推進、テナントリーシング

博多スーパーブランドシティ　
リモデリング

福岡市 中央三井信託銀行
商業計画・推進、環境演出計画、
経常販促計画・運営

パピヨン 24 福岡市 福岡市 商業基本計画

海峡プラザ 福岡県北九州市 門司港開発（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
管理運営指導、開業販促指導

高見ショッピングモール 福岡県北九州市 北九州市 商業計画・推進、管理運営計画

グランモール　リニューアル 福岡県遠賀郡 豊田通商（株） 基本計画、テナント計画、テナントリーシング

宇土シティプラザ 熊本県宇土市 （株）宇土シティプラザ 商業計画・推進、商環境計画・設計・監理
宇土シティ専門店街
リニューアル

熊本県宇土市 （株）宇土シティプラザ
商業計画・推進、商環境計画、
テナントリーシング、内装推進監理

宮交シティ 宮崎市 （株）宮交シティ 商業計画・推進、内装推進監理

宮交シティ　リニューアル 宮崎市 （株）宮交シティ
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

商業施設市場動向に関する調査 　　ー 都市基盤整備公団 調査研究
新設予定施設の収支見込等に
関する調査研究

　　ー 簡易保険福祉事業団 調査研究

介護付加入者ホームの企画・
推進に係わる調査研究

　　ー 簡易保険福祉事業団 調査研究

開発型証券化スキーム調査 　　ー （株）関西都市居住サービス 調査研究

NTT ニーズ調査 　　ー
（株）エヌ・ティ・ティ　
ファシリティーズ

調査研究

新規ショッピングセンター
開発業態調査　　　　

　　ー （株）竹中工務店 調査研究

民間型商業施設の開発計画・推進における
主な業務実績 -7



8

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

帯広駅周辺 B 地区基本計画 北海道帯広市 帯広市 商業基本計画

リオーネふるかわ 宮城県大崎市 （株）アクアライト台町 管理運営指導、テナントリーシングサポート

本八幡駅北口 -A 地区 千葉県市川市 市川市 商業基本計画

柏駅東口Ｄ街区 千葉県柏市
柏駅東口 D 街区第一地区市街地
再開発組合

商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理、
商環境計画、運営業務支援

茂原サンヴェル 千葉県茂原市 茂原市 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

北小金ピコティ 千葉県松戸市 都市基盤整備公団 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

JR 成田駅東口再開発ビル A 棟 千葉県成田市 成田市 内装推進監理

川越アトレ 埼玉県川越市 川越市 商業計画・推進、管理運営計画、内装推進監理

浦和駅東口地区 さいたま市 さいたま市 商業基本計画、権利者指導

浦和駅西口南高砂地区 さいたま市 再開発準備組合 商業計画・推進、権利者指導

浦和駅西口南 エイペックスタワー さいたま市 再開発組合 内装推進監理

二子玉川ライズ 東京都世田谷区 二子玉川東地区市街地再開発組合 権利者指導、内装推進監理、管理運営計画・推進

田町センタービル・ピアタ 東京都港区 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

府中駅南口 A 地区 東京都府中市 （株）INA 新建築研究所 商業基本計画

本厚木駅中町地区 東京都厚木市 厚木市 商業基本計画

ひぐらしの里
　中央地区・西地区・北地区

東京都荒川区 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、商環境計画

三河島駅前南地区 東京都荒川区 三河島駅前南地区市街地再開発組合 商業計画、商環境計画、内装推進監理

上板橋駅南口地区 東京都板橋区 （株）アール・アイ・エー 権利者指導

金町六丁目 3・5 番街区　 東京都葛飾区 （株）都市ぷろ計画事務所 商業基本計画

ヴィナシス金町 東京都葛飾区 金町六丁目地区市街地再開発組合 店舗配置調整補助、内装推進監理

武蔵小金井駅南口第一地区 東京都小金井市 都市基盤整備公団 商業基本計画、権利者指導

ステーションガーデンタワー 東京都荒川区
ひぐらしの里中央地区
市街地再開発組合

テナントリーシング、商環境デザイン、
内装推進監理、大店立地法

リガーレ日本橋人形町 東京都中央区
日本橋人形町一丁目地区
市街地再開発組合

商業計画・推進、権利者指導、管理運営計画、
内装推進監理、仮設店舗設計

大橋地区　　　 東京都目黒区 （株）日建設計 商業基本計画、権利者指導

二子玉川東地区 東京都世田谷区 再開発準備組合 商業基本計画、権利者指導

月島駅前
ムーンアイランドタワー

東京都中央区 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

立川サザン 東京都立川市 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

曳舟駅前地区 東京都墨田区 都市基盤整備公団 商業計画・推進、権利者指導

新宿アイ・タウンプラザ 東京都新宿区 再開発組合
商業計画・推進、権利者指導、管理運営計画、
内装推進監理

亀有リリオ 東京都葛飾区 都市基盤整備公団 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

錦糸町アルカイースト 東京都墨田区 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

新橋再開発街区商業調査 東京都港区 西松建設（株） 調査研究、商業基本計画

京急蒲田西口駅前地区第一種
市街地再開発事業

東京都大田区
京急蒲田西口駅前地区市街地
再開発組合

商業計画・推進、権利者調整、内装推進監理、
管理運営計画

立川駅北口西側地区 東京都立川市 再開発準備組合 調査研究

田無アスタ 東京都田無市 田無市
商業計画・推進、権利者指導、テナントリーシング、
管理運営計画、内装推進監理

ファーストプレイス横浜 横浜市 高島二丁目地区市街地再開発組合
商業計画・推進、権利者指導、管理運営計画、
テナントリーシング

北仲通南地区商業調査　　　　 横浜市 都市基盤整備公団 調査研究、商業基本計画

戸塚駅西口第 1 地区 横浜市 横浜市 商業基本計画、権利者指導

ラピス戸塚 1・2・3 地区 横浜市 横浜市 商業基本計画

武蔵小杉駅南口地区西街区 神奈川県川崎市 再開発準備組合 商業基本計画、権利者指導

市街地再開発事業における
主な業務実績 -1
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市街地再開発事業における
主な業務実績 -2

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

ミューザ川崎 神奈川県川崎市 都市基盤整備公団 商業計画・推進、権利者指導、管理運営計画・推進

相模大野駅西側地区 神奈川県相模原市（株）アール・アイ・エー 商業基本計画、事業化計画

Bono 相模大野 N・S 棟
一体運用

相模原市
相模大野駅西側地区
市街地再開発組合

商業計画・推進、権利者調整、立地法対応、
内装推進監理、テナントリーシング、
管理運営計画、営業者会の設立

武蔵小杉コアタウン 川崎市中原区
武蔵小杉駅南口地区西街区
市街地再開発組合

商業計画・推進、権利者指導

ホンチ汐入
神奈川県
横須賀市

都市基盤整備公団 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

大船ルミネウィング 神奈川県鎌倉市 鎌倉市 商業計画・推進、管理運営計画

大雄山ヴェルミ
神奈川県
南足柄市

再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

葵タワー 静岡市 静岡駅前紺屋町地区市街地再開発組合 商業計画・推進、テナントリーシング

市街地総合再生計画策定事業 新潟県長岡市 長岡市 商業基本計画

西町・総曲輪地区 富山市 再開発準備組合 商業基本計画

香林坊 109 金沢市 金沢市 商業計画・推進、内装推進監理

ライブ 金沢市 金沢市 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

JR 武生駅南地区 福井県武生市 再開発組合 商業基本計画

岐阜駅周辺地区 岐阜市 （株）中部都市整備センター 商業基本計画

清水真砂町プラザ第 1 地区　 静岡県静岡市 （株）都市ぷろ計画事務所 商業基本計画

なゆた浜北 静岡県浜北市 浜北市
商業計画・推進、テナントリーシング、
商環境計画、内装推進監理

掛川駅前東街区 静岡県掛川市 （株）佐藤総合計画 商業基本計画

沼津大手町地区 静岡県沼津市 （株）環境開発研究所 商業基本計画

大須 301 名古屋市 再開発組合 商業計画・推進、テナントリーシング

鳴海駅前地区 名古屋市 （株）アルパック、名古屋市 商業基本計画

八田駅前地区 名古屋市 （株）アルパック 商業基本計画

鳴海駅前地区 名古屋市 （株）地域計画 商業基本計画

名古屋市茶屋新田土地区画整理事業 名古屋市港区 名古屋市茶屋新田土地区画整理組合 商業基本計画

岩倉駅東地区 愛知県岩倉市 再開発準備組合 商業基本計画、権利者指導

蒲郡駅南地区 愛知県蒲郡市 （株）アルパック 商業基本計画、権利者指導

豊田市駅前通り北地区 愛知県豊田市
豊田市駅前通り北地区
市街地再開発組合

商業計画・推進、権利者調整、内装推進監理、
テナントリーシング、管理運営計画

サンファーレ 三重県桑名市 三交不動産（株）
商業基本計画、事業コーディネート、
立地法対応、管理運営計画

桑名駅前東第一地区 三重県桑名市 （株）日建ハウジングシステム 商業基本計画

長岡京駅西口地区・バンビオ 京都府長岡京市 （株）アール・アイ・エー 商業基本計画、核テナント誘致

阿倍野 A1 地区 大阪市 大阪市 商業計画・推進、事業化計画、権利者指導

フチュール和泉 大阪府和泉市 再開発組合
商業計画・推進、権利者調整、内装推進監理、
テナント契約推進補助、立地法対応

アゼリア柏原 大阪府柏原市 柏原市
商業計画・推進、立地法対応、内装推進監理、
権利者指導補助

メロード吹田 大阪府吹田市 吹田市
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

布施サティ 大阪府東大阪市 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導

希来里若江岩田 大阪府東大阪市 再開発組合 商業計画・推進、内装推進監理

松之浜駅東地区 大阪府泉大津市 泉大津市 商業計画・推進、権利者指導

堺東ジョルノ 大阪府堺市 再開発組合 商業計画・推進、内装推進監理

堺東駅南地区 大阪府堺市
堺東駅南地区市街地再開発
会社

商業計画・推進、権利者調整
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市街地再開発事業における
主な業務実績 -3

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

トア山手 神戸市 中山手地区市街地再開発組合 内装推進監理

アスタくにづか他　
新長田駅南地区再開発

神戸市
神戸市

（株）環境再開発研究所　他
商業計画・推進、商環境計画、テナントリーシング、
内装推進監理

レバンテ垂水 1 番館 神戸市 神戸市
商業計画・推進、権利者指導、
商環境計画・設計・監理、テナントリーシング、
内装推進監理、管理運営計画

ウェルブ六甲 1 番街・3 番街 神戸市 神戸市
商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理、
管理運営計画

垂水駅前中央地区 神戸市 垂水中央まちづくり委員会 商業基本計画

明石駅前南地区 兵庫県明石市 明石駅前南地区市街地再開発組合
内装推進監理、管理運営計画、
テナントリーシング

JR 三田駅前 A 地区・1 番館
キッピーモール

兵庫県三田市 三田市 商業計画・推進、権利者指導、仮設店舗設計・監理

塚口さんさんタウン 兵庫県尼崎市 尼崎市
商業計画・推進、権利者指導、配置計画、
内装推進監理

リベル出屋敷 兵庫県尼崎市 尼崎市 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

立花ジョイタウン 兵庫県尼崎市 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

フェスタ立花 兵庫県尼崎市 再開発組合 権利者指導、内装推進監理

六湛寺セントラルガーデンタワー 兵庫県西宮市 （株）環境開発研究所 仮設店舗設計・監理、内装推進監理

アクタ西宮 兵庫県西宮市
都市基盤整備公団

（株）関西都市整備センター
関西都市再開発（株）

商業計画・推進、仮設店舗計画、権利者指導、  
テナントリーシング、管理運営計画、
内装推進監理

阪神西宮駅南第一地区 兵庫県西宮市 再開発準備組合 商業基本計画

ラポルテ本館 兵庫県芦屋市 芦屋都市管理（株）
商業計画・推進、管理運営計画・指導、
テナントリーシング

ラポルテ東館、北館 兵庫県芦屋市 （株）環境再開発研究所
商業計画・推進、権利者指導、商環境計画、
内装推進監理

ラ・モール芦屋 兵庫県芦屋市 芦屋市 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

伊丹みやのまち 3 号館 兵庫県伊丹市 （株）環境開発研究所 商業計画・推進、内装推進監理

アピア 1・2 兵庫県宝塚市 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

ソリオ宝塚 兵庫県宝塚市 宝塚市 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

花のみちセルカ 兵庫県宝塚市 宝塚市
商業計画・推進、権利者指導、
テナントリーシング、内装推進監理

アステ川西 兵庫県川西市 川西市
商業計画・推進、権利者指導、商環境計画、
内装推進監理

パルティ川西 兵庫県川西市 再開発組合 商業計画・推進

キャスパ 兵庫県姫路市 再開発組合 商業計画・推進、権利者指導

シルキア奈良 奈良市 再開発組合
商業計画・推進、商環境計画、テナントリーシング、
管理運営計画、内装推進監理

グリーンヒル いこま 奈良県生駒市 生駒市
商業計画・推進、権利者指導、建築設計・監理、
内装推進監理

アントレ　いこま 奈良県生駒市 生駒市
商業計画・推進、権利者指導、商環境計画、
内装推進監理

岡山シンフォニービル 岡山市 再開発組合
商業計画・推進、権利者指導、
テナントリーシング、内装推進監理

福山市伏見町地区 広島県福山市 （株）GA 建築設計社 商業基本計画

徳島市新町西地区 徳島市 （株）都市問題経営研究所 商業計画・推進

JR 二日市駅東口地区 A ブロック 福岡県筑紫野市 （株）計画工房、（株）日本設計 商業基本計画

チトセピア 長崎市 再開発組合
商業計画・推進、権利者指導、
テナントリーシング、内装推進監理

パレットくもじ 那覇市 那覇市 商業計画・推進、内装推進監理
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建築設計・デザイン・内装監理における
主な業務実績 -1

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

仙台駅前開発ビル（ロフト） 仙台市 （株）クレディセゾン 設計・監理、内装推進監理

フォンテ AKITA 秋田市 （株）秋田ショッピングセンター 内装推進監理、サイン計画

ライフスクエアー COMO 庄内 長野県松本市 （株）アップルランド 商環境計画

ニューポートひたちなか
ファッションクルーズ リニューアル

茨城県
ひたちなか市

（株）ホンダ産業
商業基本計画、テナントリーシング、
内装推進監理

ビバモール那須塩原 栃木県那須塩原市 日本商業開発（株） 商環境計画、設計監修業務

ビバモール足利 栃木県足利市
トステムビバ（株）
日本商業開発（株）

設計監修

埼玉トヨペット与野支店　
リニューアル

埼玉県与野市 埼玉トヨペット（株） 店舗内装計画・設計・監理

西友与野内リニューアル 埼玉県与野市 （同）西友 内装推進監理

アルカード茂原　
リニューアル計画

千葉県茂原市
（株）ジェイアール東日本
建築設計事務所

商環境計画

ステーションガーデンタワー 東京都荒川区
ひぐらしの里中央地区市街地
再開発組合

商環境デザイン、内装推進監理

メガウェブ　レクサスコーナー 東京都江東区 トヨタ自動車（株） 商環境・設計

アイリーン ウエスト銀座店 東京都中央区 （株）テイジン アソシア 設計・監理

メガネの愛眼
　自由ヶ丘店、港北ニュータウン店、
　寝屋川店、大阪本店、藤井寺店、
　小林店、岡山岡南店

東京都
目黒区　他

愛眼（株） 建築設計・監理

ヒストリーガレージ　
リニューアル

東京都台東区 北斗インターナショナル（株） 店舗内装計画・設計・監理

経堂コルティ 東京都世田谷区 （株）プログレスデザイン 内装推進監理

YUITO ／日本橋室町野村ビル 東京都中央区 野村不動産（株） 商環境設計・監理、内装推進監理

二子玉川ライズ 東京都世田谷区 二子玉川東地区市街地再開発組合 内装推進監理

モリタウン　リニューアル 東京都昭島市 昭和飛行機工業（株）
基本計画・監修、商環境計画・設計・監理、
内装推進監理

ネッツトヨタ
　武蔵野店、清水店

東京都
武蔵野市　他

トヨタ自動車（株） 基本計画

JCSC ビジネスフェアー
野村不動産、ジオ・アカマツブース

横浜市
（フェアー開催地）

野村不動産（株） 企画、設計・監理

トレッサ横浜 横浜市 （株）トヨタオートモールクリエイト 商環境基本設計

bono 相模大野 SC 相模原市
野村不動産（株）

（株）アール・アイ・エー
相模大野駅西側地区市街地再開発組合　他

商環境計画・設計監理、設計・監修、
内装推進監理

金沢コロナワールド 金沢市 （株）コロナ 建築設計・監理

トヨタカローラ津幡店、姫路店 石川県、兵庫県 トヨタ自動車（株） 基本計画

アビオシティ加賀 石川県加賀市 加賀コミュニティプラザ（株） 建築設計・監理

柳ヶ瀬水路計画 岐阜市 岐阜市 設計・監理

名鉄百貨店　一宮店 岐阜県一宮市 （株）名鉄百貨店 商環境計画・設計・監理

千代田火災海上保険　
カラフルタウン岐阜店

岐阜県柳津市 千代田火災海上保険（株） 店舗内装計画・設計・監理

十六銀行　
カラフルタウン岐阜出張所

岐阜県柳津市 十六銀行 店舗内装計画・設計・監理

リソラ大府ショッピングテラス 愛知県大府市 矢作地所（株） 商環境デザイン、内装推進監理

イマージュ・レイシア　
本社ビル

名古屋市 （株）イマージュ・レイシア 基本計画、建築デザイン計画

ネッツプラザ吉根（きっこ） 名古屋市 ネッツトヨタ中部（株） 基本計画、設計監理

ミッドランドスクエア 名古屋市
東和不動産（株）
トヨタ自動車（株）

（株）毎日新聞社
商業計画・推進、商環境デザイン、設計監理
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建築設計・デザイン・内装監理における
主な業務実績 -2

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

名鉄セブン　リニューアル 名古屋市 （株）名鉄百貨店 商環境計画・設計・監理

トヨタ TPC デザイン開発 名古屋市 トヨタ自動車（株） デザイン計画

レクサスプロジェクト 名古屋市 トヨタ自動車（株） 基本計画、デザイン計画、店舗基本設計

レクサス店舗設計 　　ー レクサス店舗設計共同体 実施設計

金山プラザ　　　　　　　　 名古屋市 生駒ティービーエム（株） 商環境計画・設計・監修

中部日本自動車学校　リニューアル 名古屋市 （株）トヨタ名古屋教育センター 商環境計画・設計・監理

ネッツトヨタ
　四軒家店、日進中央店、三島店

名古屋市　他
ネッツトヨタ中部（株）
ネッツトヨタ静岡（株）

基本計画、建築設計・監理

アル・プラザ　堅田 滋賀県大津市 （株）平和堂 建築基本設計、商環境基本デザイン、内装推進監理

トップモール稲沢 愛知県稲沢市 カネマツトップ（株）
基本計画、建築設計・監理、
商環境計画・設計・監理、内装推進監理

平和堂あどがわ 滋賀県高島市 （株）平和堂 商環境デザイン計画・監修

アル・プラザ城陽
リニューアル

京都府城陽市 （株）平和堂
商業基本計画・設計、商環境計画、設計監修・監理、
テナントリーシング、内装推進監理

淀屋橋 odona 大阪市
A 棟 : 三井住友海上火災保険（株）
B 棟 : 三井不動産（株）

内装推進監理

メディオ新大阪　リニューアル 大阪市 （株）大林組 商環境計画・設計・監理、内装推進監理

ノバック 大阪市 （株）ノバック　 設計・監理

点天　新大阪駅店・大阪駅店 大阪市 （株）点天 店舗内装計画・設計・監理

エスイーアールタワーズ　
ブランシェール

大阪市 （株）エスイーアール
建築デザイン計画・監修、商環境計画・設計・監理、
総合プロデュース

よしもと　おみやげもん横丁 大阪市中央区 大成土地（株） 店舗計画、基本設計、設計監理

アリオ鳳 大阪府堺市 （株）イトーヨーカ堂 商環境設計・監理、内装推進監理

ポップタウン住道
オペラパーク南館　リニューアル

大阪府大東市 大川創業（株） マスタープラン、内装推進監理

食品館 SEKIMOTO 大阪府高槻市 （株）セキモト 建築設計・監理

新長田駅南地区再開発　
　アスタくにづか　他

神戸市
神戸市

（株）環境再開発研究所
（株）東急設計コンサルタント

商環境計画・設計・監修、内装推進監理

トア山手 神戸市 中山手地区市街地再開発組合 内装推進監理

ウェルブ六甲道 2 番館 神戸市 神戸市 商環境計画・設計・監理、内装推進監理

三宮サンコトブキ馳走ビル 神戸市 （株）サンコトブキ 建築デザイン計画・監修、商環境計画・設計・監理

伊丹阪急新駅商業計画 兵庫県伊丹市 阪急エンジニアリング（株） 商環境計画

テイジンインテリアート
　宝塚店、須磨店、三田店、広島店

兵庫県
宝塚市　他

（株）テイジン アソシア 設計・監理

サンフラワー 兵庫県三田市 （株）サンフラワー 建築設計・監理

寺内食品館 兵庫県西脇市 （株）寺内 建築設計・監理

リストランテイタリアティ 兵庫県洲本市 いたりあ亭 設計・監理

キュエル姫路 兵庫県姫路市 神姫バス（株）
商業基本計画、商環境デザイン計画、
内装推進監理、テナントリーシング、管理運営計画

彩の台ショッピングセンター
　オークワ
　ケーヨー
　美容髪かざり
　ワカヤマアスレティック
　オー・ストリート

和歌山県橋本市

（株）オークワ
（株）ケーヨー
（有）理容サービス・美容髪かざり
（株）ダイナム
（株）ワカヤマアスレティックス

戸建建築設計・監理

岡山県新観光物産センター 岡山市 岡山県 設計・監理

ジュンテンドー
　サンパーク新見店

岡山県新見市 （株）サンディ 建築設計・監理

tina court（ティナ　コート） 広島県廿日市市 三菱商事（株） 内装推進監理

ザ・モール周南 山口県周南市 （同）西友 内装推進監理
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プロパティマネジメント事業における
主な業務実績（2002 年〜現在）-1

事業・施設名称 所在地 業務内容

アリオ札幌 札幌市東区 常駐管理

イオンモール札幌平岡 札幌市清田区 巡回管理型

イオンモール釧路昭和 北海道釧路市 巡回管理型

一番町ステア 仙台市青葉区 巡回管理型

郡山東 SC 福島県郡山市 巡回管理型

水戸サウスタワー 茨城県水戸市 巡回管理型

ニューポートひたちなか　ファッションクルーズ 茨城県ひたちなか市 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

ミレニティ中山 千葉県船橋市 巡回管理型

Morisia 津田沼 千葉県習志野市 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

イトーヨーカドー四街道店 千葉県四街道市 巡回管理型

イオンモール千葉ニュータウン 千葉県印西市 巡回管理型

コクーン新都心 さいたま市大宮区 運営指導

イトーヨーカドー上福岡東店 埼玉県ふじみ野市 巡回管理型

イトーヨーカドー錦町店 埼玉県蕨市 巡回管理型

レイクタウン kaze 埼玉県越谷市 巡回管理型

レイクタウン mori 埼玉県越谷市 巡回管理型

ヤオコー坂戸千代田店 埼玉県坂戸市 巡回管理型

GEMS 市ヶ谷 東京都千代田区 巡回管理型

GEMS 神田 東京都千代田区 巡回管理型

GYRE 東京都渋谷区 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

GEMS 渋谷 東京都渋谷区 巡回管理型

カリーノときわ台 東京都板橋区 巡回管理型

ラウンドワンスタジアム板橋店 東京都板橋区 巡回管理型

G ビル南池袋 01 東京都豊島区 巡回管理型

品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン 東京都品川区 常駐管理（運営支援型）

ライフ東中野 東京都中野区 巡回管理型

ライフ浅草 東京都台東区 巡回管理型

ラポルト青山 東京都港区 巡回管理型

GEMS 大門 東京都港区 巡回管理型

Recipe　SHIMOKITA 東京都世田谷区 巡回管理型

covirna machida 東京都町田市 巡回管理型

ラウンドワン町田店 東京都町田市 巡回管理型

野村不動産吉祥寺ビル 東京都武蔵野市 巡回管理型

武蔵野タワーズ 東京都武蔵野市 巡回管理型

MINANO 東京都府中市 巡回管理型

ザ・モール みずほ 16（専門店ゾーン） 東京都西多摩郡 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

イオンモール甲府昭和 山梨県甲府市 巡回管理型

イオン上田 SC 長野県上田市 巡回管理型

セントラルウェルネスクラブ長津田みなみ台 神奈川県横浜市 巡回管理型

イトーヨーカドー本牧店 横浜市中区 巡回管理型

トレッサ横浜 横浜市北区 運営指導

トワイシア横濱磯子 横浜市磯子区 巡回管理型

bono 相模大野 SC 相模原市 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

bono 相模大野（Ｓ・Ｎ棟　一体運用） 相模原市 常駐管理（運営支援型）

ジャスコ茅ヶ崎 SC 神奈川県茅ヶ崎市 巡回管理型
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プロパティマネジメント事業における
主な業務実績（2002 年〜現在）-2

事業・施設名称 所在地 業務内容

クリエ川崎 神奈川県川崎市 巡回管理型

ヨークタウン北金目 神奈川県平塚市 巡回管理型

ロックシティ大垣 SC 岐阜県大垣市 巡回管理型

イオンモール大垣 岐阜県大垣市 巡回管理型

リソラ大府ショッピングセンター 愛知県大府市 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

ソラト太田川 愛知県東海市 巡回管理型

イオンモール四日市北 三重県四日市市 巡回管理型

近江八幡駅前南部店舗 滋賀県近江八幡市 巡回管理型

河原町 OPA 京都市中京区 巡回管理型

アル・プラザ城陽 京都府城陽市 常駐管理（運営支援型）

ザ・北浜プラザ 大阪府大阪市 巡回管理型

かみしんプラザ 大阪市東淀川区 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

G ビル心斎橋 01 大阪市中央区 巡回管理型

G ビル心斎橋 02 大阪市中央区 巡回管理型

心斎橋 W-Place 大阪市中央区 巡回管理型

パシフィーク心斎橋 大阪市中央区 巡回管理型

ラウンドワン千日前（底地） 大阪市中央区 巡回管理型

中座くいだおれビル 大阪市中央区 巡回管理型

ユニバーサル・シティウォーク大阪 ™ 大阪市此花区 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

泉佐野松風台（底地） 大阪府泉佐野市 巡回管理型

泉ヶ丘駅北コノミヤ 堺市南区 管理運営サポート

シマブン BB プラザ 神戸市灘区 運営指導

ビーズキス 神戸市中央区 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

新神戸オリエンタルアベニュー 神戸市中央区 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

ブルメール舞多聞 神戸市垂水区 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

イオンモール加西北条 兵庫県加西市 巡回管理型

テックランド New 奈良本店 奈良県奈良市 巡回管理型

イオンモール大和郡山 奈良県大和郡山 巡回管理型

イオンモール倉敷 岡山県倉敷市 巡回管理型

ザ・モール周南 山口県周南市 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

フジグラン今治 SC 愛媛県今治市 巡回管理型

サニーサイドモール小倉 福岡県北九州市 常駐管理型

I'm （小倉駅前アイム） 北九州市小倉北区 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

イオン戸畑 SC 北九州市戸畑区 巡回管理型

博多リバレイン・イニミニマニモ（専有部分） 福岡市博多区 常駐管理（運営支援型）

イオン香椎浜 SC 福岡市東区 巡回管理型

プリオ大名Ⅱ 福岡市中央区 巡回管理型

ZARA 天神西通店 福岡市中央区 巡回管理型

大名 11511 ビル 福岡市中央区 巡回管理型

ザ・モール 春日（専門店ゾーン） 福岡県春日市 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

グランモール 福岡県遠賀郡 常駐管理（マネジメントセンター設置型）

イオンモール直方 福岡県直方市 巡回管理型

長崎ハイパーセンターオサダ 長崎県西彼杵郡 巡回管理型

メルクス長崎 長崎県長崎市 巡回管理型

イオンモール熊本 熊本県上益城郡 巡回管理型
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商店街・中心市街地活性化計画における
主な業務実績 -1

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

帯広市中心市街地活性化計画 北海道帯広市 まちなみ整備協議会 基本計画

函館 TMO 構想・計画 北海道函館市 函館商工会議所 商業基本計画

気仙沼中心市街地活性化計画 宮城県気仙沼市 気仙沼商工会議所 基本計画

高崎駅西口駅前地区 群馬県高崎市 日東興産（株） 商業調査

TMO サポート佐原　　　　　 栃木県佐野市 中小企業総合事業団 調査研究

馬頭 SC 計画 栃木県那須郡 馬頭商工会 商業基本計画

若槻市中心市街地商業等活性化
促進事業

埼玉県岩槻市 岩槻市 商業基本計画

台東区トライアルショップ 東京都台東区 台東区 店舗運営指導

中央通りモール整備計画 東京都町田市 町田市 修景計画

町田市 21 世紀商店街づくり
振興プラン策定業務

東京都町田市 町田市 調査研究

河口湖 SC ベル　活性化計画 山梨県南都留郡 河口湖商業開発（株） 商業計画・推進、テナントリーシング

六日町駅前 SC 開発計画 新潟県南魚沼市 六日町街づくり（株） 商業計画・推進、内装推進監理

上越市本町 4 丁目拠点施設
活性化計画

新潟県上越市 （株）まちづくり上越 調査、テナント企画、テナントリーシング

アビオシティ加賀 石川県加賀市 加賀コミュニティプラザ（株） 商業計画・推進、建築設計・監理

平成 14 年度 TMO サポート事業
現地実態調査

長野県飯田市 中小企業総合事業団 調査研究

柳ヶ瀬地域計画 岐阜市 岐阜県商店街振興組合連合会 商業基本計画

掛川市戦略的商店街 静岡県掛川市 かけがわ街づくり（株） 商業基本計画

大門地区モデルプラン事業 名古屋市 名古屋市 商業基本計画

小牧駅前 A 街区計画 愛知県小牧市 小牧市 商業基本計画

桑名駅前東第一地区　　　　　 三重県桑名市 （株）日建ハウジングシステム 商業基本計画

サルビアタウン SC 計画
滋賀県
近江八幡市

地元商業（協）
商業開発（株）

商業計画・推進、内装推進監理

大津市菱屋町・丸屋町商店街活性化 滋賀県大津市 （株）百町物語 調査、活性化計画検討、補助金申請サポート

長浜市 民間活力等導入支援業務 滋賀県長浜市 長浜市 地域活性化に係る産業創造研究調査

アピア　再生計画 滋賀県東近江市
八日市駅前商業開発（株）、
八日市商業開発協同組合、

（株）平和堂
調査、商業基本計画、事業再生計画

田辺町基本構想計画 京都府京田辺市 田辺町 商業基本計画

粉浜市場改装近代化事業 大阪市
粉浜市場（協）
粉浜市場（株）

商業計画・推進、内装推進監理

恵我之荘商店街活性化計画 大阪府羽曳野市 恵我之荘商店街（振） 商業計画・推進

サンフラワー活性化基本計画 兵庫県三田市 （株）サンフラワー 商業計画・推進、既存店調整

三田市中心市街地活性化基本計画 兵庫県三田市 三田市 基本計画

芦屋浜センター 兵庫県芦屋市 芦屋浜センター事業協同組合
商業計画・推進、高度化コーディネート、
商環境計画、内装推進監理

宝塚 TMO 構想 兵庫県宝塚市 ソリオ宝塚都市開発（株） 商業基本計画

サンビオラ 3 番街　
リニューアル計画

兵庫県宝塚市 ソリオ宝塚都市開発（株） 商業基本計画

中心街区活性化計画 兵庫県明石市
兵庫県
明石市
地元活性化委員会

商業基本計画

丹波の森ショッピングタウン 兵庫県氷上郡 （株）丹波の森ショッピングタウン 商業計画・推進
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商店街・中心市街地活性化計画における
主な業務実績 -2

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

咲ランドショッピングセンター 兵庫県宍粟市 山崎商業開発（株）
商業計画・推進、テナントリーシング、
内装推進監理

日高町江原駅東地区商業
活性化計画

兵庫県豊岡市 日高町商工会 基本計画

富島町被災商店街復興支援事業 兵庫県淡路市 富島商店街早期復興委員会 商業基本計画

津名町カリヨン広場 兵庫県津名郡 （株）カリヨン広場 商業基本計画

津名町アル・クリオ 兵庫県津名郡 津名商業（協） 商業計画・推進、商環境計画、内装推進監理

和田山ショッピングセンター 兵庫県朝来市 （協）和田山 SC 商業計画・推進、商業者指導、建築設計・監理

パルタウン　リニューアル計画 兵庫県城崎郡 香住商業（協） 商業基本計画

八木駅前商業活性化計画 奈良県橿原市 （株）日建設計 商業基本計画

橿原市中心市街地活性化基本計画 奈良県橿原市 橿原市 基本計画

橋本 TMO 構想・計画 和歌山県橋本市 橋本商工会議所 基本計画

若桜街道商店街活性化計画 鳥取市 若桜街道商店街（振） 商業基本計画

弥生町にぎわい拠点商業設計
プロジェクト

鳥取市 鳥取商工会議所 商業基本計画

日南町ショッピングセンター 鳥取県日野郡 日南町商工会 商業計画・推進

岡山市東平島 岡山県岡山市 （株）ベストコーポレーション 商業調査

浜田駅前銀天街活性化計画 島根県浜田市 浜田駅前銀天街（協） 商業計画・推進

東広島市中心市街地活性化
基本計画

広島県東広島市
（財）都市づくりパブリックデザイン
センター

基本計画

徳山銀座商店街振興計画 山口県徳山市 徳山銀座商店街（振） 商業計画・推進、商環境計画

籠屋街地区活性化計画 徳島市
地元協同組合
徳島市
商工会議所

商業基本計画

脇町ショッピングセンター 徳島県美馬郡 脇町ショッピングセンター（協） 商業計画・推進

シートピアショッピングセンター 香川県大川郡
志度専門店（協）
シートピア志度（協）

商業計画・推進、内装推進監理

丸亀市中心市街地活性化基本計画 香川県丸亀市 （株）環境開発研究所 基本計画

新天町地区 福岡市 新天町商店街公社 商業計画・推進、権利者指導、内装推進監理

新天町ファーボ　リニューアル計画 福岡市 ファーボ 22 運営組合 商業基本計画

北九州市商業近代化計画 福岡県北九州市 （財）都市みらい推進機構 基本計画

直方 TMO 構想 福岡県直方市 直方商工会議所 基本計画

伊万里商業ビジョン策定 福岡県伊万里市 （株）環境開発研究所 基本計画

栄町商店街活性化計画 長崎県諌早市 栄町商店街（協） 商業計画・推進

大村駅前商店街活性化計画 長崎県大村市 大村駅前商業開発（株） 商業計画・推進

佐伯市商店街活性化計画 大分県佐伯市 佐伯市 商業計画・推進

ショッピングプラザ・コリンザ 沖縄県沖縄市 沖縄アメニティプラン（株）
商業計画・推進、建築設計・監理、
テナントリーシング、内装推進監理

中心市街地活性化における
テナントミックス手法の調査研究

　　ー 中小企業庁 調査研究

中心市街地活性化における
テナントミックスの手法に
関する普及啓発事業

　　ー 中小企業庁 調査研究

都市評価 　　ー 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 調査研究

中心市街地活性化シンポジウム 　　ー 経済産業省 事務局業務
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大店立地法関連業務における
主な業務実績

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容

カスミ取手店 茨城県取手市 （株）カスミ 増床 ･ 延刻

武蔵浦和駅ビル さいたま市 （株）JR 東日本都市開発 駐車場変更

カレスト幕張 千葉市 日産自動車（株） 新設

アルカード茂原 千葉県茂原市 京葉企画開発（株） 既存店変更
マルエツ
　下総中山店、武蔵浦和店、
　鶴川店、調布店

千葉県
船橋市　他 （株）マルエツ 既存店延刻

三上ビル 千葉県柏市 （株）カスミ 新設

本八幡 D-2 地区 千葉県市川市 再開発組合 新設

オートバックス市川店、伏見店 千葉県市川市　他 （株）オートバックスセブン 新設

ステーションガーデンタワー 東京都荒川区 ひぐらしの里中央地区市街地再開発組合 新設

エルメス銀座店 東京都中央区 エルメスジャポン（株） 新設

ムーン・アイランド（月島） 東京都中央区 （株）ポリテック・エイディディ 新設

小田急百貨店本館 東京都新宿区 （株）竹中工務店 延刻・変更

モリタウン 東京都昭島市 昭和飛行機工業（株） 新設

ノジマ　NEW 青梅デジタル館、古淵本店 東京都青梅市　他 （株）ノジマ 新設

ミューザ川崎 神奈川県川崎市 都市基盤整備公団
神奈川地域支社 新設

bono 相模大野 SC 相模原市 相模大野駅西側地区市街地再開発組合 新設

カスミ営業店 37 店 関東 （株）カスミ 延刻

カーマ田上店 金沢市 （株）カーマ 新設

東京ストア田上店 金沢市 （株）東京ストア 新設

大須再 301 名古屋市 再開発組合 新設

トップモール稲沢 愛知県稲沢市 日本商業開発（株） 新設

コジマ NEW 大府店 愛知県大府市 （株）商建 新設

桑名駅前第一地区 三重県桑名市 （株）日建ハウジングシステム 新設
平和堂
　追分店、フレンドマート湖北店、
　フレンドマート稲枝店

滋賀県
草津市　他 （株）平和堂 延刻

立地法実施運用スタディ 京都市 京都市 調査

長岡京駅西口地区（再） 京都府長岡京市 （株）アール・アイ・エー 大阪支社 新設

ヤマダ電機　難波店 大阪市 （株）ヤマダ電機 新設

新阪急ビル　　　　　 大阪市 （株）竹中工務店 増床

エコー天王寺ビル計画 大阪市 （株）竹中工務店 新設

マンダイ大阪府内 7 店舗 大阪府 東西建築サービス（株） 延刻

若江岩田駅前地区市街地再開発事業 大阪府東大阪市 再開発組合 新設

エコールリラ　リニューアル 神戸市 （株）関西都市居住サービス 既存店変更

ビーズキス 神戸市 住友生命保険相互会社 新設

アスタくにづか 1 番館 神戸市 神戸市 増床

アクタ西宮 兵庫県西宮市 都市基盤整備公団 新設

阪神西宮駅南第一地区市街地再開発 兵庫県西宮市 （株）環境開発研究所 新設
関西スーパー
　伊丹駅前店、フェスタ立花店

兵庫県
伊丹市　他 （株）関西スーパーマーケット 既存店延刻

ホームセンターストック篠山店 兵庫県篠山市 （株）藤屋 増床
ニッケパークタウン レポス 
リニューアル　　　　　　 兵庫県加古川市 日本毛織（株） 既存店変更

サンタウンプラザ すずらん館
リニューアル 奈良市 関西文化学術研究都市センター（株） 延刻

オークワ
　橿原市真菅店、パームシティ和歌山店

奈良県
橿原市　他 （株）オークワ 新設・増設

エバーグリーン岩出店 和歌山市 （株）廣甚 新設
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海外プロジェクトにおける
主な業務実績

事業・施設名称 所在地 契約先名 業務内容
ロッテパークシティ
リニューアル 韓国ソウル市 Lotte 物産（株） 商業基本計画

新世界百貨店本店再開発
プロジェクト 韓国ソウル市 （株）日建設計

〈（株）新世界百貨店〉 商業基本計画、商環境計画

京紡プロジェクト 韓国ソウル市 （株）京紡 商業基本計画、商環境計画
東南圏流通団地移転門商街建立
工事プロジェクト 韓国ソウル市 GS 建設 商業基本計画

鷺梁津水産市場現代化事業
プロジェクト 韓国ソウル市 水協中央会 商業基本計画

新羅免税店ソウル店
リニューアルプロジェクト 韓国ソウル市 （株）ホテル新羅 既存店調査分析、MD 計画

金浦 SKY Park PJ 韓国ソウル市 ロッテ資産開発（株） 商業基本計画、MD 計画

Y-Mall 天安プロジェクト 韓国天安市 ヨジン建設産業 商業基本計画、MD 計画、商環境計画

板橋新都市中心商業用地 PF 事業 韓国京畿道城南市 （株）日建設計 商業基本計画

一山プロジェクト（UEC 街区） 韓国京畿道高陽市 韓国流 WOOD（株） 商業基本計画
一山プロジェクト

（チャイナタウンⅠ期街区） 韓国京畿道高陽市 ソウルチャイナタウン（株） 商業基本計画

一山プロジェクト（パズル街区） 韓国京畿道高陽市 パズル開発（株） 商業基本計画
一山プロジェクト

（韓流 WOOD2 地区） 韓国京畿道高陽市 プライム開発（株） 商業基本計画

南揚州ビヨルネ地区中心商業
PF 事業

韓国京畿道
南揚州市 空間総合建築士事務所 商業基本計画

光教 PF 事業プロジェクト 韓国京畿道光教新都市（株）無影綜合建築士事務所 商業基本計画

水原アウトレットプロジェクト 韓国京畿道水原市 韓国空間インプラー技術（株） 商業基本計画

仁川空港商業開発プロジェクト 韓国仁川広域市 CJ Ncity 商業基本計画

松島複合環乗センタープロジェクト 韓国仁川広域市 （株）RDN コンサルティング 商業基本計画、商環境計画
新羅免税店空港店
リニューアルプロジェクト 韓国仁川広域市 （株）ホテル新羅 既存店調査分析、MD 計画

新世界釜山 Centum City
プロジェクト 韓国釜山市 韓国 D&D コンサルティング（株）

〈（株）新世界百貨店〉 商業基本計画

新世界建設竹田駅舎
プロジェクト 韓国龍仁市 韓国 D&D コンサルティング（株）

〈（株）新世界百貨店〉 商業基本計画

天安プロジェクト 韓国天安市 （株）ダイヤモンドコンサルティング 商業基本計画、商環境計画

瀋陽ロッテワールドプロジェクト 中国瀋陽市 （株） 正林建築 総合建築士事務所 商業基本計画
温州市五馬街地区再開発
プロジェクト 中国温州市 温州市康宏房地産開発有限公司 商業基本計画、商環境計画

温州市欧州城地区再開発
プロジェクト 中国温州市 温州市康宏房地産開発有限公司 商業基本計画、商環境計画

瑞安市文化古城保護
プロジェクト 中国瑞安市 杭州東友環境設計有限公司 商業基本計画、商環境計画

西安市大雁塔プロジェクト 中国西安市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

北京コンペ 中国北京市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

上海四川北路再開発プロジェクト 中国上海市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

上海淮海路プロジェクト 中国上海市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

上海武海路プロジェクト 中国上海市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

上海大連路プロジェクト 中国上海市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

上海多倫路プロジェクト 中国上海市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

上海宝蓮天地プロジェクト 中国上海市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

大連プロジェクト 中国大連市 （株）日建設計 商業基本計画、商環境計画

成都 Eye プロジェクト 中国成都市 温洲華昌（成都）房地産開発有限公司 商業基本計画、商環境計画
可樂洞農水産物市場現代化事業
本設計コンペ Samoo 総合建築士事務所 商業基本計画

ミラマショッピングセンタープロジェクト 台湾台北市 美麗華城市發展（股） 商業基本計画

南港駅前地区開発構想 台湾台北市 （株）日建設計 商業基本計画

アンゴラプロジェクト アンゴラ共和国
ルワンダ 空間総合建築士事務所 商環境計画



事業・施設名、契約先名は受託時の名称を掲載しております。
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