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上海香鹿志投資容淘有限公司
上海シャンルーツ投資コンサルテインク有限公司



PM/CM/FMコンサルテインク

PM/CM/FM容淘服努

総合コンサJ!-テインク

綜合盗淘服努

輸出入貿易

輸出輸入貿易

会社概要

社名:

所在地:

Tel: 

FAX: 

総経理:

設立:

資本金:

営業範囲:

上海香鹿志投資答淘有限会社

{上海シャンルーツ投資コンサルテインク有限公司}

上海市長宇区天山西路125号宜嘉坊商努楼B座333室

021-6218-5957 

021-6218-6238 

中武慎治

2013年8月13日

800，000.00元

PM・CM業務に関するコンサルテインク/建設に関するコンサルテインク/

建設投資案件プロジェフ卜のマネージメン卜/中国における各種許認可関

係のコンサJl-テインク/省エネ・環境関係のソリ 1ーシヨン/建材等の輸出

入業務

PM・CM止努相美容淘服努/建設相美盗淘服努/建波投資案件項目的管理/

中国相美各科手F可主人可美奈的取得杏淘服努/有能・王不境美系的解決方案/

建材等的輸出輸入企努

企業理念: 世間に役立ち、必要とされる企業を目指します。

我ff1会靖尽全力成方各界不可或敏的低秀合作伏伴。

PM/CM/FMコンサルテインク PM/CM/FM盗淘服努
PM (Project Managemen↑) 

プロジ工フ卜の計画立案、工程表の作成及ぴ進捗状況の管理を行い、成功に導くことを目指す。

以項目的叶刻立案、工期表的制作以及対遊展情況的管理着手，旨在建設工程項目能場順利完成。

CM{Construction Management) 

建設発注者の代理人としτ、設計から施工までの全体を調整し、プロジ工7卜の円滑な運営管理

を行ラ.

作方建筑~主的代理人，ん人設廿到施工遊行全体把控調整，使項目的這曹管理順利順暢.

FM{Facili↑y Managemen↑} 

お客様が保有・管理する全ての施設を対象とし、竣工後、それらをラまく使用する為の必要な方

策を考えて、建物などのファシリティーを有効に計画・運営・管理し、企業活動の展開に貢献す

る提案を行ラ。

将並主持有-管理的全部波施作方対象，竣工后，完了能笹良好的使用，割酌必要的方針策略，使

建筑物等的波施設缶能移有数的規刻・這菅・管理，提供対企並活劫展昇有貢献的提案.

総合コンサルテインク

.建設工事の現場管理

.設計協力及ぴ関連法規準の調査

・建築設備機器メンテナンスサポート

・生産ライン設備メンテナンスサポー卜

.省工ネ・環境改善提案

・各種許認可サポート

・消防検査関連事項{対応)サポート

・既存建物老旧化に対する補強案の提案

輸出入貿易 輸出入貿易

鈴、合容淘服努

・建設工事的現場管理

・設計協助以及美朕法律法規的調査

.建筑波缶机器誰耕保葬柏、助

・生P銭設缶錐耕保葬油、助

・哲能・玉不境改善提案

・各科許可証お理跡助

・消防栓査美朕事項{対座)初、助

.原有建筑老化対座キト彊案提案

省エネや環境改善提案に必要な他国の技術や製品の輸入業務を主要に行い、中国から他国に使用

可能性のある良い製品の輸出業務も行う. 日本で最先端技術がある製品を中国にて紹介しτいる。

主要是有能或部境改善相美的必要的他国技木以及制品的輸入並努.当然，也将中国的fJt良商品介

錯到圏外遊行輸出.我1'11迩将日本的先遊技求引入到中国.



PM/CM/FM コンサルティング

PM/CM/FMコンサルティングは、お客様の建設に関わる授賞計画をサポートする事業です.お客様の事業計画を

基に、スケジューJ~の作成、建設、設備投資予算の積算、設計及び施工会社の鑑定など、マスタ一フランを作L) 、

全体のコーデイネー卜をすることで、時間とコストのコントロールを行います。

PM/CM /FM醤淘服努
PM/CM/FM事並是先客戸的投資叶期{建設相美扱資}提供支持的服努.

以虫主的事虫廿剣先原劃，制作監控避度、建筑、世缶設資的預算計算、基本方案、 li~十以&施工単位的盤定等，制

作品体控制廿刻、協調全局、控制肘岡以友成本.

・プロジェフト進行・

前期 施工 後期

弊社では、上記3段階を作業性から4段階に区分し、お客様のマネージメン卜進行及びブロジヱ7卜をスムーズに進

行させていきます.

在上面的三+方面中，我社M作虫性民分成4小断鹿，~頓協助客戸管理，使得項目能嘗平順的避行.

1.始動段階<PM/CM/FM>

2.ブロジェヲ卜枠作り段階<PM/CM>

3.プロジェ7卜進行段階<CM>
4.プロジェヲト竣工引渡し段階<CM/FM>

1.昇始断段<PM/CM/FM>

2.項目橿架企捌附段<PM/CM>
3.項目避行附段<CM>

4.項目竣工交付附段<CM/FM>
令
A
V

令
A
V

作
札
V

プロジェ7卜起動~生産開始まで
M項目島劫到生F弄始

前 期

会社綾立・噌貨同・項目立案・

土地取得・土地規格・設計灘型車・

各設計審査・各アセス作成・

施工許可取得

前 期

公司t設立・増資問・項目立案・

取得土地・土地規却・波廿lI!努・

各造計甫査・各押佑制作・

施工務F可易理

施工

監督署対応・工程・品質

管理・機器承認・施工園・

安全管理・コスト管理・

各部署蟻工検査

施工

監督所対虚・工期・晶康

管理・机器手旗申請・施工圃・

安全管理・成本管理・各

悔署捜工栓責

後期
各唆工検査・属産畳録

后期
各峻工桧査 .Jjjtz畳程

FM. PM・CMサービス
FM. PM・CM服努

admin
長方形



1 .始動段階<CM/FM>
FM支援

・施設計画管理運営等あらゆる角度からの分析

支援を行ラ

・事業基本計画補助 ・事業予算構築補助

・土地選定業務補助 ・総合スケジュー}j..:補助

.人服補助

CM支援

・CM業務基本計画の構築

1 .弄始附段<CM/FM>
FM支援

・設施i十刻管理這普等一家列角度出没避行分析支援

・事虫基本廿刻舗助 ・事虫預算拘筑輔助

・土地進定虫努輔助 ・鎗合日程安排舗助

.人降美奈輔助

CM支援

・CM並努基本計期的拘筑

3.プロジェフト進行段階<CM>
.申請業務及び品質管理

・予算コントロール

・理境・省エネ提案

• VE/CD提案力

3.項目避行険段<CM>
.申清並努及品蹟管理

.預算控司自j

・王手境・哲能提案

• VE/CD提案力

2.プロジェクト枠作り段階<PM/CM>
これから始動されるPJ枠組み決定

・着工までの申請業務支援プラン

.設計業務初期情報

・予算管理

・最計体制{タト部委託の煽合は、事務所選定}

・入札パッケージのプラン

・入札資料作成

・開顕段階での比較表及び評価作成補助

2.項目椙架企刻険段<PM/CM>
品現在舟始的PJ橿架決策

・到弄工拘止的申清並努支援計刻

.設計~努初期情扱

・預算管理

・世廿体制{如有外部餐托，跡助遺捧事努所}

・掴棒包子的叶刻

・掴祢資料倣成

・到舟票附段的比綾表友坪愉倣成輔助

4.プロジェフト唆工引渡し段階
<CM/FM> 

・ブロジ工7ト清算

・施最メンテナンス計画・管理計画

4.項目波工交付険段<CM/FM > 
.項目錯算

・法施筆耕保葬廿剣 ・管理廿却



総合コンサルテインク事業
弊社のノウハウや人廠等を活用し、お客様の建物や設備に関わる問題、またCFDA(国家食品菓晶品質監督総局}関

連の龍定認可等に対する問題解決のサポートをいたします.なお、璃境や省工ネ}j;平一等に関する提案やソリユー

ジョンコンサ)j;テインブも行います.

鎗合答淘展努

充分利用X'roots的技末、人肱，泊客戸解決和建筑、設缶相美的岡題，或者渉及到CFDA(国家食品質晶民量監督且

局}的相美主人可抗定等問題.男9卜，也包含訴韓哲能等相美提案、信息接木支持.

ツリユージョン{物流・冷凍冷蔵庫・防虫等々}

整体解決方案{物涜・冷窓冷蔵庫・防虫等等}

各種許認可関係サポート{危険物関係・
医薬関係・建般許可閑悔等々}

各科弘可坪可美.涯件み理支持{危;陰晶
相美・医苗相美・建設許司祖美等等}

顧問契鈎コンサルティング

顧問合同響調鼠努

省エネルギー計画倒:排水

-節水から始める環境毘慮

水温

節水

0リサイクル水 3，0∞m3j年

。雨水 3，0∞m3j年

。冷却塔高漕縮 3，0∞m3j年

N=6→N=11 

計 9，0∞m3j年の節水

5，700m3l年
{内有効3，α氾m3f年}

週2日;稼働
4O.--80m3/week: 

5OWeek:l年
2，0∞"""'3，0∞m3f年

メンテナンスコンサルティング

鐘保項目嘗淘原努

省エネ・曝境改善提案

曹能・部境改善提案

専門分野の市場や知酸等に闘する耐習会

毒虫領域的市場、知浪等相美的学司会

?? 

タト気処理空調機ドレン
夏季のみ

admin
長方形

admin
長方形



中国で水耕横物工場{野菜工場}の設立に関わるコンサルティング事業の紹介

在中国波立水培檀物工r{麓莱工r)相失事項鎗合容淘服努介錯

お客犠の基礎情報収集、関連責科の

整理と纏め

了解並主.硝信息、捜集相美資料聾

理主集

前期市場調査及び初期工場の場所

遺定の協力

前期市場調研及工「初歩進祉協助

初期最針及び操業後の収益率の概算

算出

方案初歩世廿以及設戸后固担率概算

施工中は施主に代わり各業者の

監督、コストコントロール、政府の

中間検査に対応

施工中代表並主血督各協助虫者エ作、

調控成本管理、対産政府各項l晦肘

栓査

土地遺定、立耳障、施工前期の手続き

処理

濫祉、立案、施工前期手接み理

政府部門に関する授賞関係の手続き

処理、データl艮集盤理等

政府部門対産相美設資銅哲分析及

敷据藍理

後工決算照合、境工畳録等の手続き

処理

峻工錨算重機、機工手鎖亦理等

マーケテインクコンサ).!-テイング、

運営方案提案等

市場曹輔策制跡助、這曹方案担案等

操意後の建物及ぴ設備のメンテナン

スコンサルティング、年聞を通U各

ステップを踏んだ検査対応

正式聾戸后的「爵鐘~協助、各哲点

年栓悔助対座

admin
長方形
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貿易業務
貿易業務は、省エネや.境改善提案に伴い必要となる他国の技術や製品の輸入業務を中心に展開し、特に目本にお

ける最先端投衡を中国で紹介しています.また、他国で使用可能性のある中国の製品等の紹介と輸出業務を行う予

定です.

貿易並努
貿易並努，在進行哲能郡保相美的改善提案的同酎，弄展的以ん人其他国家輸入輸出投求或商品拘中心的並努.特別是，

我イ円会特百本的先遊猿木引入到中国.男外，也将中国的佐良商品介錯到日本避行錆色.

建般闘連

建材相美

コールドチェーン聞連設備

低温這紬京a隆美験世缶

環境ソリ2ージョン陵情

略境技求世缶

弊社の安心・安全・安価な貿易業務

省エネソリユージョン陵情

智能技求世缶

医麓晶製剤設備

E賞品制剤世缶

事務所家具

お公室家具

安心・・・これまでに培ったコンサルティングの知機やノウハウ、幅広い分野における人服の豊富さ

安全・・・担当者だけでなく、チームで管理運営するため品質保持や問題点の早期発見方f可能

安価・・・製品選定から回送やアフターフォローまで一貫しτ行うため、コスト抑制が可能

安心・安全・平倹的貿易並努
安心・・・我伯銅有寺並的知訳、 f毘的人肱美家，方愈提供。t民的服努

安全・・・不只有負貴人.拘了保証晶民我的提供的是寺北固臥進行管理這曹的模式，井能及財産現阿題点

平愉・..M~品的進捧到毘送服努乃至告后最露是ー整套服努体京，所以義的的倫格有恨大的1jt勢
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省エネソリユージョン設備導入のプロセス倒

帯能技求相美波各専入介錯

設備改修や機器

場人による省エ

ネ等の実施

世各改修譲渡告

辱入先依揖的哲

能方衆的裏施

最適な省エネ実

施計画を立案

世廿最量当的哲

能実施計創

綾備改善

後各改善

バランスのとれた総合診断を経て、エ

ネルギーのムタ・不具合を発見し、最

適な省主ネ実施計画を立案.

経道注重平衡前線合惨断后，設現能源

消耗的不量当伺.，建立最遁合的智能

実施計却方a.

無料調査診断

免費調査診断

消費エネルギー置の把握、梅器・ジス

テムの利用方法や性能・運用管理の効

率をチェッ?

消費能翼量的把控，机嵩 ・京鋭的使用

方法、性能・這用管理的般事恰壷.

運用改善

渥用改普

建物・室内理境

設備を加えた総

合省エネ診断

建筑鞠・室内部

壊世各部在内的

隼合哲能診断

空調・照明・電気・情報通信掻術等あ

らゆる設備事業の網畢し、諸問題をト

ータJJ，.的にサポートし、解決.

空調 ・ 照明・屯~.情揖温信撞木等相

美世缶工作的美酸性，渚多向題一弁

解決.
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