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地域住民ファーストの視点に立った
最適公共サービスの提供
21世紀になって、日本では社会経済の急激な変化とともに少子高齢化が進展する中で、国や地方自治体の
抱える深刻な財政問題を克服すべく、社会資本整備や公共サービスの分野においても、新たな変革や
イノベーションが求められています。
このような状況下で、イギリスに端を発するPPP(公民連携)やNPM(新しい公共経営手法)という考え方が
日本に導入され、民間企業の資金やノウハウ等を活用して公共サービスの効率化と質の向上が図られる
ようになってきました。現在、日本におけるPPP-PFIには、PFI、コンセッション、指定管理者制度、市場化
テスト、公設民営
（DBO）
方式、
自治体業務のアウトソーシングなどのさまざまな事業形態がありますが、
事業提案
コンペとなるために企画提案書やプレゼン資料等のプロポーザルの提出が必要になります。
私たちベックスは、“総合企画マネジメント会社”として、
「提案力」×「表現力」のシナジー創出という強みを
発揮し、質の高いプロポーザルの作成支援を行うことで、数多くのプロジェクトを成功に導き、
クライアントから
パートナーとしての厚い信頼を得ています。
これまでの実績として、中野サンプラザの最初の民営化を成功に導いたのをはじめ、スポーツ・文化施設、
庁舎、
公営住宅、
公園、
病院、
学校、
上下水道施設、
ごみ焼却施設など、
様々な公共施設等の整備や管理運営事業に
携わってきました。
さらに近年では、大型複合施設を含む都市再開発、空港・道路・ダム等のインフラ整備、
洋上風力・小水力発電・下水汚泥資源エネルギー化等の再生可能エネルギーなどの分野の事業にも取り組んで
います。
また、取組実績を通して培った民間企業のネットワークとプロポーザル作成ノウハウを活かして、
「公共政策
支援室」
という部 門 を 立ち上 げ、発 注 者 側である行 政 サイドの 事 業 立 案 の サポ ートも行うとともに、
SD Gsの実現のサポートも行うようになりました。
私たちは、
これからも、PPP-PFI事業に取組まれる行政や民間企業の皆様をトータルサポートし、
ビジョンを
共有しながら、地域住民ファーストの視点に立った最適公共サービスの提供に取組みつつ、地域社会の発展と
豊かな人間形成に寄与することを目指してまいります。
おかざき

代表取締役

岡崎 明晃

代表者略歴
1975年早稲田大学理工学部卒。三菱化工機、東燃化学でプラントエンジニア、
新 規事業企画、開発営業などを経験。早 稲 田 大 学 ビ ジ ネ ス スク ー ル に て ベ ン
チャー 起 業 理 論コースを習 得した後 、マネジメントからエンジニアリング、
メンテ
ナンスにいたるまで幅広い知識とノウハウを活かして、ベックスを03年に創設。中野
サンプラザの民営化では、地元企業をまとめ、事業計画書作成とコンサルティング
業務を実施して成功に導き、PPP（公民パートナーシップ）の先駆的役割を果たす。
著書『PPP-PFI事業提案書の作り方』(日刊工業新聞社)

あきみつ

ビジョン共有のもと
最適公共サービスの提供を探求
豊富な実績で蓄積されたノウハウを活かして

実

様々な公共施設のプロジェクトを経験しノウハウを蓄積
多数のサクセスストーリーを実現
多分野の事業者とのネットワークと人脈

績

発注者側の視点に立った的確な提案

提案力

提案力と表現力を
融合させた私たちの強み

長年の行政経験者による的確な指導
発注者側の意図を反映した提案内容
明快なストーリーとロジック構成

表現力

わかりやすいビジュアル表現
専門デザイナーによるオリジナルな図表等の作成
最新のドキュメンテーション技術を駆使した3DCG表現
ななめ読みしてわかるページ構成と統一感

経験豊富なスタッフによる迅速な対応

機動力

経験豊富な正社員によるバックアップ体制
先読みしたスケジュール管理とドキュメント管理
社内プロジェクトルーム活用による効果的な作業

一体的で効率的なマネジメントによる業務遂行
手戻りを防ぐ一体的なプロジェクトマネジメント
システム化された効率的な業務の流れ
充実したオリジナルのコンテンツやパーツ

低コスト

お客様の大切な情報を社員全員で守ります

セキュリティ

会 社 概要

会社名
所在地

スタッフは全員が正社員
「情報取扱いに関する方針」を制定し、全社員に徹底
社内資料は、管理責任者の許可なく一切社外への持出禁止

ベックス株式会社
[東京本社] 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-2神田21ビル 3&6階
TEL 03-5298-0121
（代表） FAX 03-5298-0123
[大阪支店] 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-5-18本町 YSビル2階
TEL 06-6575-7911
（代表） FAX 06-6575-7910

資本金
設立日
代表者
取 引 銀行

1,000万円
2003年10月16日
岡崎 明晃
三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、武蔵野銀行、日本政策金融公庫

主な取引先

大手商社、広告代理店、不動産会社、
リース会社、ゼネコン、設計事務所、建設コンサルタント、
エンジニアリング会社、プラント会社、電機・機械設備メーカー、メンテナンス会社、造園会社、
都市開発会社、スポーツ・文化施設等各種運営会社、旅行会社、社会福祉法人 など200社以上

加入団体

東京商工会議所法人会員、神田法人会、小石川法人会、日本PFI・PPP協会、日本体育スポーツ
経営学会、日本スポーツマネジメント学会、日本グラフィックデザイナー協会賛助会員

URL

http://bex-corp.jp/

認定資格等

横浜市指定管理第三評価機関認定
プライバシーマーク取得企業
東京都「TOKYO働き方改革宣言企業」認定
国土交通省「PPP協定」
（コンサルティングタイプ）パートナー選定企業
一級建築士事務所登録【東京都知事登録 第63061号】

等

「提案力」×「表現力」のシナジーを創出する
取り纏 める

プロジェクトマネジメント

Project Management

各種企画提案書のプロポーザル作成支援
事業提案内容の具現化をトータルサポートします

プロジェクトの組成

・スケジュール管理
・ドキュメント管理

・事業理念・方針の明確化
・行政側の視点に立った提案

・グループメンバーの紹介
・コーディネーション

・フォーム・用語等の統一

・加点審査項目の検討

・プロジェクトルームの活用

事業提案内容の具現化支援
・教育・研修プログラム体系の構築支援
・各種マニュアル類の整備サポート
・各種教育・研修の実施（接遇マナー、
障がい者

・広報・企画業務のサポート
・教室プログラムの企画・実施
・各種イベントの企画・実施

（地域交流、賑わい創出 等）

１次ドラフト
コンセプト 図表等作成
の明確化
校正作業
提案書貼出

SPC等設立・運営支援

第三者視点でのモニタリングの実施・評価

・事業計画書や事業報告書の立案・作成
・顧客満足度調査の実施・評価

編集・校正
修正原稿

仕上げ
最終原稿

申請書類
モック
提案書ドラフト 印刷スケジュール
図面類
（提案骨子） 図表、写真
ファイルラベル
電子データ

クレド 等）
域交流、賑わい創出 等）
対応、安全、

モニタリング支援

魅 せる

作成準備
下書き
審査基準の
ドラフト作成
入れ込み

人材育成プログラムの企画・実施

イベント等の企画・実施

支える

公共政策支援

Public Policy Support

構想から実現までの支援による公民連携プロジェクトの創造

各種企画提案書やプレゼン資料等のプロポーザル作成支援
プロジェクトマネジメント コンサルティング

総合企画マネジメント企業『ベックス』

提案書の編集・校正
禁則チェック
提案書読合わせ
色校正
印刷準備

文字校正
最終読合わせ
印刷
差し替え
落丁チェック

公共政策企画立案支援

公共事業の各種調査・分析

公民連携事業の構築支援

公民連携事業の各種公募案件の情報発信

解決 する

コンサルティング

Consulting

プロジェクト実績を活かした支援
PPP-PFI事業参画への取組支援

提案力向上のためのセミナー実施

事業スキーム構築支援

各種システム構築支援

公共施設の管理運営

企画提案書作成に関するセミナーは好評をいただいています

・PFI事業におけるSPCマネジメント
・施設立上げの支援

ビジュアルデザイン

Visual Design

WEB媒体から紙媒体まで、
様々なコンテンツの 見える化 をサポートします
グラフィックデザイン

多岐にわたる入札・公募方式と
公共施設に取組んできた
実績とノウハウの蓄積があります
私たちベックスがプロポーザル作成支援を

3DCG・パース制作

行ってきた企業・団体は、商社、ゼネコン、
デベロッパー、プラント会 社 、運 営 管 理
会社、公共団体など多岐にわたり、
その数は
200社以上にもなり、パートナーとして
の厚い信頼を得ているとともに、現在も
新規クライアントからの依頼が増え続け
ています。

動画制作

ブランディングサポート

都市再開発事業
大型複合施設、商業施設

公共施設
病院施設、スポーツ施設
教育・文化施設、複合施設、環境衛生施設
福祉施設、行政施設、その他施設

・ PFI事業
WEBデザイン

・ 指定管理者制度
・ 市場化テスト
・ 総合評価落札方式
・ 一般プロポーザル
・ 街づくり

インフラ整備事業
道路、橋、ダム

再生可能エネルギー事業
洋上風力発電、小水力発電、
下水汚泥資源エネルギー化

BUSINESS & ENGINEERING

弊社は、プライバシーマークの認定を取得しています。
17002377(03)
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