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株式会社プラスＰＭ 会社概要

基 本 理 念

すべてはお客様の立場で

経 営 理 念

三 大 精 神

一、会社は大きな家族、相手の立場に立って思いやりを大切にする

一、誠実で真剣に、そして楽しく生きる

一、目標実現に向けて“すぐやる、必ずやる、出来るまでやる”

お客様の成長発展と全社員の幸せを追求して、
最高のサービスの提供と、感謝する心と言葉を持つ

当社は、1986年に大阪で創業した

完全独立系CM会社です。

「すべてはお客様の立場で」という

経営理念のもと、常に経営者の目線に立った

マネジメントを実践しています。

会社名 株式会社プラスPM

設 立 1986年4月（法人設立 1988年3月）

事業所 大阪本社（大阪府大阪市北区）
東京支店（東京都中央区）

関連会社 Plus PM Consultant Sdn.Bhd.（マレーシア）

従業員数 70名（2023年5月現在）

資本金 2,000万円

代表取締役 木村讓二

許可・登録 一級建築士事務所
東京都知事第52394号
大阪府知事登録第12493号
宅地建物取引業者大阪府知事(3)第51888号
大阪府事業者登録制度男女いきいき・元気宣言

所属団体 一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会
公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
社団法人大阪府建築士事務所協会
社団法人日本医療福祉建築協会

保有資格 CCMJ（認定コンストラクション・マネジャー）
一級建築士
一級建築施工管理技士
建築コスト管理士
建築設備士
認定医業経営コンサルタント
CASBEE建築評価員
CFMJ（認定ファシリティマネジャー）
一級管工事施工管理技士
空気調和衛生工学会設備士（空調・衛生）

年間病院CM実績日本一（東京商工リサーチ調べ）
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CMの役割 ーお客様のよくある悩みー

建設プロジェクトでこんなお悩みを抱えていませんか？

不安なままプロジェクトを進行すると…

▸ プロジェクトの進め方が分からない、技術系職員の不足

▸ 設計、施工の品質に不安

▸ 設計者、施工者からの提案書が妥当であるか分からない

▸ 見積金額が予算よりオーバー

▸ 発注プロセスの透明性を担保したい

▸ 海外での建設ノウハウがない

建設コストの大幅なオーバー 使い勝手の悪い施設スケジュールの遅延
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CMの役割 ーお客様と共に建設プロジェクトを推進ー

プラスPMのコンストラクション・マネジメントを導入することで…

基本構想書づくりから建物完成まで伴走します！

求める品質とスケジュールの実現

収益性の向上

利用者、従業員の満足度向上

生産性、業務効率の向上適正なコスト

お客様

プラスPM

お客様の要望を反映

ゼネコン 設計者 メーカー ゼネコン／設計者／メーカー

お客様プラスPM プラスPM
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お客様の施設・設備の調達業務に関して、専門的知識を有する

コンストラクション・マネジャーがコスト、品質、スケジュールの最適化支援を行います

▲計画ボリュームと事業費の算定 ▲業者選定評価支援 ▲建設コストシミュレーション ▲評価方式の提案

▸ 設備機器・備品の発注支援

▸ 建設工事との納まり・スケ

ジュール調整

▸ 搬入計画の策定

▸ 現場立会いと搬入確認

▲見積査定・交渉

業務フローと支援内容

事業計画策定 設計者選定 ゼネコン選定

▸ 事業方針策定

▸ 建設計画の検討、提案

▸ 事業予算の作成

▸ 全体工程の策定

▸ 社内外説明用資料整備

▸ 発注方式の検討

▸ 建物診断、耐震診断

▸ エネルギーコスト診断

▸ 設計者選定方法の立案

▸ 参加者募集

▸ 要綱整備

▸ プロポーザル運営

▸ 評価方法の立案と評価

▸ 設計契約内容の確認

▸ 設計者への検討指示確認

▸ コストシミュレーション

▸ コストダウン提案

▸ 設計改善提案

▸ 設計図書の確認

▸ 事業主発注別工事の設計

反映確認

▸ 発注方法の検討・提案

▸ 工事発注マネジメント

▸ 見積内容査定

▸ 専門工事会社見積徴集

▸ ゼネコンとの価格交渉

▸ 工事請負契約内容の確認

▸ 工事進捗状況報告

▸ 追加工事見積査定

▸ 竣工検査の立会い

設計者選定段階

設備機器・備品選定支援
移転・開設支援

工事コスト管理設計コスト管理 ゼネコン選定 工事コスト管理

基本構想・計画段階 設計段階 工事発注段階 建設工事段階

提供資料イメージ
○プレゼンテーション評価

設計事務所 配点 A社 B社 C社 D社

担当者評価　 28 20.2点 22.2点 14.2点 20.4点

順位 3位 1位 4位 2位

様式１についての評価　 39 30.4点 27.4点 22.6点 27.4点

順位 1位 3位 4位 2位

様式２についての評価　 13 10.4点 10.2点 7.2点 9.0点

順位 1位 2位 4位 3位

プレゼンテーション評価合計　 80 61.0点 59.8点 44.0点 56.8点

順位 1位 2位 4位 3位

0.0

5.0

10.0

15.0

1.担当者の説明力・

伝達力

2.担当者の人間性と

コミュニケーション力

3.(様式1)配置計画、

外部動線計画、

将来建替計画

4.(様式1)内部動線、

部門配置

5.(様式1)病棟計画

6.(様式2)

業務内容の理解度、

意欲の高さ、

業務の進め方

A社 B社 C社 D社
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その他用地費(土地購入費) 140,000 千円 確定 4.19%

敷地関連準備費（周辺影響調査等） 0 千円 0.00%

計 (税込) 140,000 千円 4.19%

設計・監理料（申請手続き業務含む） 82,080 千円 想定 2.46% ▲▲の見積金額

開発許可申請業務費（水路設計含） 10,800 千円 想定 0.32% ▲▲の見積金額

農振除外申請業務費 千円 想定 0.00% 上記に含む

CM委託料 40,000 千円 確定 1.20%

計 (税込) 132,880 千円 3.98%

確認審査検査手数料 1,620 千円 想定 0.05% 申請料(適合判定含む)+中間検査料2回+完了検査料（民間審査機関）

測量費 2,761 千円 確定 0.08%

地質調査費（標準貫入試験） 1,000 千円 想定 0.03%

電波障害調査費（机上・現地調査） 300 千円 想定 0.01% 現地調査2回（建設前、建設後）　対策費は除く

近隣対策費 0 千円 0.00%

埋蔵文化財調査費 0 千円 0.00%

アスベスト含有調査 300 千円 想定 0.01%

ダイオキシン含有調査費 0 千円 0.00%

その他調査費 6,000 千円 0.18%

計 (税込) 11,981 千円 0.36%

西棟・新館　新築工事 2,046,499 千円 想定 61.28% 5,520.0 ㎡ 1,669.8 坪

旧館　解体工事 150,000 千円 想定 4.49% 2,727.0 ㎡ 824.9 坪

新館　改修工事 200,000 千円 想定 5.99%

キャノピー工事 42,000 千円 想定 1.26%

造成費(水路工事、盛土工事) 80,000 千円 想定 2.40% 7,481.1 ㎡ 2,263.0 坪

外構工事 80,000 千円 想定 2.40% 7,481.1 ㎡ 2,263.0 坪

0 千円 0.00%

2,598,499 千円 77.81%

　　消費税(8%) 207,880 千円 6.22%

102,325 千円 想定 3.06% 工事費の5％

計 (税込) 2,908,704 千円 87.10%

3,193,565 千円 95.63%

手術室増設費（無影灯、シーリングペンダント、手術台） 35,000 千円 想定 1.05%

人工透析設備工事費 0 千円 想定 0.00%

30,000 千円 想定 0.90%

15,000 千円 想定 0.45%

15,000 千円 想定 0.45%

25,000 千円 想定 0.75%

20,000 千円 想定 0.60%

5,000 千円 想定 0.15%

0 千円 0.00%

1,000 千円 想定 0.03%

カーテン・ブラインド費用 0 千円 0.00%

病室ベッド 0 千円 0.00% 既存病院より移設

■■測量との契約金額　(2014年4月以降の請求分については、消費税8％となる)

各種負担金

リース対応

家具什器備品費（各部門待合ベンチ、デイルーム家具等）

移転引越費用

医療機器移転費用

追加工事費用（予備費）

無影灯、ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ、手術台等については、既存手術室より移設。追加必要もののみを購入

リース対応

医療機器整備費

医療備品整備費（カート、材料キャビネット等）

機器メーカーにメンテナンス費用の中で依頼

建設関連費用合計(税込)

院内通信整備費（配線・端末・PHS）

院内通信整備費（システム・PC）

工
事
関
連
費
用

用地関連費

設計費・CM費

調査費・申請料

土壌汚染調査費(敷地面積3000㎡以上は申請必要)

建設工事費

分館リニューアル費用

小計

大項目 中項目 項目
金額（税込）

想/確
構成比

（対総費用）
備考

基本構想予算
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経営者の目線でマネジメント

お客様の経営方針を理解し、

建設プロジェクトの推進支援を行い

ます。

✓ 的確な投資判断

✓ 高い品質の確保

✓ 収益性の高い建設プロジェクト

それが、私たちのミッションです。

第三者性の確保
施設運営を考慮し、

ワンストップでサポート

プラスＰＭの特徴

経営方針

各種機器

建設

運営

▹独立系CM会社

関連会社が無く、純粋なフィービジネスの
ため利益相反がなく、第三者性を確保して
います。

▹豊富な実績に基づく情報収集力

メーカーや建設関連会社から幅広く情報を
収集することが可能。地域別の資材、労務
費のコストデータベースを所有するので、
精度の高いコストコントロールが可能です。

▹競争環境の確保

第三者性を確保し、多様な発注様式の提
案・対応が可能です。

経営方針

収益性向上 品質向上

▹事業性向上の視点でマネジメント

建築のプロとして、コストの適正化はもち
ろん、収益性・生産性の向上につながる視
点をもち、建設事業の成功を支援いたしま
す。

独立系CM

競争環境の確保

情報収集力第三者性の
確保

▹経営層と連携し事業成功を支援

お客様の経営企画部門や外部の経営コンサ
ルタントと連携することで、将来に亘って
経営が安定する施設づくりを実現します。

▹機器の搬入から開業まで支援

建設工事だけでなく、お客様の運営にかか
わる付帯設備や機器まで、総合的にマネジ
メントいたします。

物流：マテハン 研究所：実験、検査機器

病院：医療機器 工場：生産設備
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プロジェクト実績

トラベロッジ本町大阪／「CM選奨2023」優秀賞受賞

東京都済生会中央病院 三井物産グローバルロジスティクス株式会社
グランロジテラス品川

TOYO TIRE セルビア工場 大阪府済生会富田林病院

味の素マレーシア工場

日本ジッパーチュービング
神戸新工場

川西市立総合医療センター／「CM選奨2023」CM選奨受賞

デンケンハイデンタル本社社屋

アミノバイタル®
トレーニングセンター宮崎
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プロジェクト実績

大分中村病院／「CM選奨2022」CM選奨受賞

国立循環器病研究センター

宮崎県県有スポーツ施設
（陸上競技場）および運動公園

東京都生活協同組合連合会会館

ららぽーと（マレーシア） さんむ医療センター

宮崎県立宮崎病院／「CM選奨2022」CM選奨受賞

東京経済大学（キャンパス整備）

（仮称）新泉大津市立病院 nine hours赤坂
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▸経営ビジョンに適応する自由度の高い物流倉庫のサポートをしていただきました。

▸東京オリンピックにより資材価格が高騰していた中、ECI手法を提案いただき、建設費を抑えることができました。

▸ 3年間の工事期間中、1日も業務を休むことなく難工事を完成できたことに感謝しています。

▸プラスPMに間に入ってもらうことで、ゼネコンや設計会社と対等に話をし、理想の施設が完成しました。

▸予算と工期の管理、投資回収に関する助言まで、きめ細かくサポートしてくれました。

お客様の声／費用

お客様の声

プラスPMの費用は、工事金額の2～3％が目安となり、案件ごとにお見積りを算出します。

過去5～20％のコスト削減実績があります。

費用とコストダウン効果

もっと！お客様の声

専門家であるプラスPMに入っていただく
ことで、我々の中にあるざっくりとした
コンセプトをどのように実現するかを考
えていただけました。

狭い敷地内、診療を継続しながらの建替
え工事を無事に完了できたこと、感謝し
ています。

株式会社オーケーエム様 医療法人財団立川中央病院様

WEBサイトでは、多数の
「お客様お声」を掲載し
ています！
お手持ちの端末でQRコー
ドを読み込んでご覧いた
だけます。
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主要取引先

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

東京都生活協同組合連合会

株式会社アダストリア・ロジスティクス

アマゾンジャパン合同会社

エア・ウォーター株式会社

ＮＴＴ都市開発株式会社

株式会社オーケーエム

クラシエ製薬株式会社

双日株式会社

株式会社大安

デンケン・ハイデンタル株式会社

株式会社トリケミカル研究所

南海電気鉄道株式会社

日本ジッパーチュービング株式会社

日本郵便株式会社

三井物産グローバルロジスティクス株式会社

アクセンチュア株式会社

KPMGコンサルティング株式会社

株式会社地域経済活性化支援機構

フロンティアマネジメント株式会社

株式会社三菱総合研究所

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

りそな総合研究所株式会社

民間企業

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会

社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会富田林病院

医療生協さいたま生活協同組合埼玉協同病院

八王子保健生活協同組合城山病院

医療法人大分記念病院

医療法人誠壽会上福岡総合病院

医療法人慈圭会八反丸リハビリテーション病院

医療法人社団静和会

医療法人財団立川中央病院

医療法人社団慈圭会松山城東病院

社会医療法人恵愛会大分中村病院

社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院

社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院

社会医療法人財団白十字会白十字病院

一般社団法人枚方市医師会

一般財団法人脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院

一般財団法人大原綜合病院

公益財団法人がん研究会有明病院

公益社団法人いちょうの樹メンタルホスピタル鹿児島

東京慈恵会医科大学附属第三病院

国・自治体・その他

国土交通省

宮崎県（県立宮崎病院、陸上競技場、体育館）

福島県（ふたば医療センター付属病院）

新潟県（新潟県立吉田病院）

広島県（官民3病院統合計画）

千葉市（千葉市立病院）

川西市（川西市立総合医療センター）

地方独立行政法人県立多治見病院

医療法人・医療関連企業 コンサルティング企業

Plus PM Consultant

Ajinomoto Malaysia Berhad

Taisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd.

Toyo Tyre Malaysia Sdn. Bhd. 

Hitachi Transport System (M) Sdn. Bhd. 

Nippon Konpo (Malaysia) Sdn. Bhd. 

Mitsui Fudosan (Asia) Pte Ltd 

Tokyu Land Indonesia 

AEON Co (M) Bhd

Embassy of Japan in Malaysia

The Japan Club of Kuala Lumpur 

University of Tsukuba 

Super Hotel. Co., Ltd. 

Sojitz Retail Management Sdn Bhd

ITEC (International Total Engineering 

Corporation) 

2023.5月現在

学校法人共立女子学園

学校法人近畿大学

学校法人東京経済大学

公益財団法人東京横浜独逸学園

教育施設




	スライド 0
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11

