


私たちは、事業主のベストパートナーとして、建設プロジェク
トとともに生まれる様々な課題に対して、エンジニアリング
アセットマネジメント（EAM）、コンストラクションマネジメ
ント（CM）、プロパティマネジメント（PM）などのマネジメ
ントサービスに加え、エンドユーザーのロイヤルティを高める
ための品質管理、カスタマーサービス、メディア制作などの
サービスを提供しています。

私たちが目指しているのは、お客様のご要望にお応えするこ
とはもちろん、その裏側にある問題点や課題まで見つけ出
し、かゆいところに手の届くような親身なサポートをするこ
とです。建設業界の最前線で経験を積んできた技術者が、
豊富な経験や機動力、発想、情熱によって、事業主にとって
最適な解を提案し、実現のためのお手伝いをしています。

豊富な経験者を多く有する当社ですが、将来に渡り一緒に
会社の成長を支えていただける若い人材を採用し、育成して
いくことが大切と考えています。事業主のベストパートナー
として建設プロジェクトのマネジメントが出来るように成長し
ていくためには、チャレンジ精神を持ち、自ら考えて行動が
できることが大切です。

フロンティアコンストラクション＆パートナーズは、「新しい
建設業を切り拓く」会社として、これからもお客様のことを
第一に考えたサービスを提供し、社会の役に立つ会社であり
たいと考えています。

私たちと一緒に挑戦していく皆さんをお待ちしています。

フロンティアコンストラクション＆パートナーズは、
「新しい建設業を切り拓く」ための専門家集団です。

フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社

代表取締役社長

松村  力

フロンティアの仕事
信頼を生む技術力で「価値」を建ち上げるコンストラクション・サービス



─ 企 業 理 念 ─

─フロンティアイズム─

新しい建設業を切り拓く
私たちは、建設プロジェクトのあらゆる場面において

最適なソリューションを提供します。

私たちは

“YES”の答えを
持っています。

私たちは
かけがえのない

“パートナー”を
目指します。

私たちは“氣”を
かたちにします。

お客様の気持ち、期待、希望、潜在
的願望、ニーズといった目に見えな
いものを氣と捉え、これを具体的な
ものとして表現していきます。

お客様のベストパートナー、それ以
上のかけがえのない存在になるため、
常に役立つ会社を目指していきます。

お客様のさまざまな依頼に対し、たとえ困難
なものに感じたとしても、工夫と熱意で“YES”
の答えを作りだし、提案して行きます。

忙しい時こそ、ありがとうと言える、ありがとうと言われる自分になろう。
いつでも相談にのれるみんなのパートナーになろう。
お客様が困ったとき、最初に声がかかる第一相談者になろう。
成功も失敗も共有し、お客様のプラスにつなげます。
お客様の目の前の課題だけでなく、その奥にある課題も解決しよう。
どんな些細なことでも、改善する余地がないか、いつも自分に問いかけよう。

チャレンジ・変化は意識を持たないと始まらない。
昨日と違う考えで今日やってみよう。今日と違う行動を明日やってみよう。. 
相手の要求や要望を読み取り、最適な解を見つけられる人になろう。
社会に通じる人材であり続けるために、知識と技術を磨き続けよう。
失敗は経験は人に伝えれば宝になります。留めずに話し、尋ねよう。 

行動理念（クレド）
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■ 業 績の 推 移

■ 数 字で見るフロンティア

■主な 取引先

※2015年3月末日時点での数字です。

社 員 数

117 名

一級建築士
有資格者

60 名

女 性 比 率

38.5 %
建設業の多くが10%にも満
たない中、たくさんの女性が
活躍しています。

その他、パートナースタッフ
が664名います。

顧客に占める
不動産業の割合

80 %
大手不動産会社が主な取引
先です。

確かな技術力の証明です。
（正社員23名・パートナー37名）

不動産
三井不動産株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
野村不動産株式会社
三菱地所レジデンス株式会社

株式会社大京
東急不動産株式会社
東京建物株式会社
積水ハウス株式会社
大和ハウス工業株式会社

一般事業会社等
日産ネットワークホールディングス株式会社
京成電鉄株式会社・新京成電鉄株式会社
三井倉庫ホールディングス株式会社

投資運用会社
フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社
ラサール不動産投資顧問株式会社
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建設マネジメントのプロとして
プロジェクトをコントロール

新生活の期待が膨らむ
建築レポートを作り出す

川島 一記
Kazuki Kawashima

CRE部門  技術グループ

2009年4月
株式会社コンテック入社
2012年5月
フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社へ転籍
工学院大学大学院　工学研究科建築学専攻修士課程　修了

前島 明日香
Asuka Maejima

建築メディアグループ

2012年12月入社
グレンデールコミュニティカレッジ 建築学部
建築学科 卒業

●フロンティアで働くことを決めた理由

アメリカから帰国後、工事関連の企業に入社したものの、留
学経験をより活かせる建築関連の業務を希望していました。
フロンティアでは海外での業務も行うということで転職を決
めました。

●どんな仕事をしていますか？

担当のお客様は大手のディベロッパーです。新築分譲マン
ションを購入された方がご覧になる「マンションの建築レポー
ト」を作成しています。留学中に身につけた建築設計・デザ
インの知識を活かして、工事写真と設計図をつき合わせ、掲
載用の写真を選定・加工しています。媒体はWebサイトが中
心で、時々冊子も作成しています。

●あなたにとってのフロンティアとは？

フロンティアには女性のチームリーダーも多く、たくさんの女
性が活躍しています。他部署と連携をとる機会も多く、枠に
とらわれないで自由に仕事ができるので働きやすいですね。
社員はみんな仲がよく、私も色々な部活動に参加していま
す。年１度の社員旅行ではゴルフコンペも行います！　性
別・年齢に関係なく活気のある企業です。

●仕事のやりがいを教えてください。

購入された方々は、将来ご自身が暮らすマンションの建築レ
ポートをとても楽しみにしています。その反響を伺えるのが
何よりも嬉しく、やりがいにつながっています。メディア制作
には建築系ソフトのほか、イラストレーターやフォトショップ
も駆使するので、ソフトを学ぶ楽しみもあります。建設知識
だけでなく、いろいろなスキルが身につきます。

●フロンティアで働くことを決めた理由

就職を決める際に目指していたのは「まちづくり」でした。建
設関係ということで、当初はフロンティアのグループ会社コン
テックに入社。現場監督を３年間務めた後、希望職に近づこ
うとフロンティアへ転籍しました。

●どんな仕事をしていますか？

私は、建物のリニューアル工事を事業主の立場でマネジメント
することを担当しています。建物の用途を変えたり改装など
をする際に、お客様の意図を伺い、設計事務所や施工業者
に発注・指示出しを行っています。また、不動産の所有者や
購入希望者のために、建築物の状態確認や修繕の見積もり
などを行う建物診断も担当しています。

●あなたにとってのフロンティアとは？

フロンティアでは建物作りからメンテナンスまで、建設業の
あらゆる場面を扱います。そのため建設現場から事業主の
立場まで理解しうる、幅広い視点を働きながら養えます。ま
た、業務拡大が必要だと感じたら自ら提案し、場合によって
は新部署すら立ち上げることができる。風通しの良さは抜群
です。フットサルやテニスなどの部活動も盛んで楽しいです
よ！

●仕事のやりがいを教えてください。

リニューアル工事のマネジメントを通して、事業主の立場で建
設事業に深く関わっていけることが何よりも楽しいですね。
お客様の要望に対して具体的な提案を行い、設計事務所や
施工業者からの報告や工法などを確認する時には、現場監
督として過ごした３年間が活きていると実感しています。

ある１日のスケジュール

9:00 12:00 ～13:00 13:00 ～ 17:00前後 17:00頃～ 19:00前後

出 社 昼休み 打合せ 帰社 翌日に向けての準備 退社

メールチェックと返信、
設計事務所や施工業者
からの見積もり査定、午
後の打合せの最終確
認、事務処理などを行

昼食を購入してデスクに
て昼食。ゆっくり体を休
める。

工事現場でコンストラク
ションマネジメントの定
例打合せ。

部署のメンバーと互いの
状況報告。

設計事務所や施工業者
に電話やメールで依頼・
指示を行う。翌日に向け
ての準備や残務処理を
済ませる。

時々会社のフットサル部
の練習に参加することも。

ある１日のスケジュール

9:30 12:00 ～13:00 13:00 ～14:00 17:00 ～18:00 18:00頃～

出 社 昼休み チームミーティング 現場事務所にて打ち合わせ 直 帰

出社退社時間は自身で業務
の進捗を管理し、調整可
能。メールチェックを行った
後、資料を揃えマンション
の建築レポートを作成する。

社内の休憩スペースで昼食
をとる。色々な部署の人と
会話を楽しんで気分転換。

メンバー同士で進捗状況報
告、情報共有をする。

ディベロッパー、ゼネコン担
当者と三者での打ち合わ
せ。

夕方から外出の場合は、事
前に業務を調整しそのまま
直帰することも。
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