
                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

8:45 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 17:00 未明 

出
社 

退
社 

始
業 

事務所 

メールの返信

等 

銀行訪問 

不動産売買の受渡し 
昼休憩 

事務所 

工程会議 
新築現場 お客様訪問 

SR 

WC 

清掃 

１日のスケジュール 

アルファホーム㈱  営業  長坂 英樹（入社27年目）の場合 

会社に出社したらまずはパソ

コンのスイッチを入れて新着

メールをチェックします。 

過去依頼していた見積やお客

様への相談や提案のお返事が

来ていますので、確認して返

信メールをしたりします。 

メールの返信等 

9：00 

お客様が住宅を建てる前に土地

を購入する場合、売主さんから

買主さんへ大金や権利関係が動

きますので銀行で行います。 

事前に日程調整やお金の確認を

行い当日はスムーズにいくよう

段取りします。 

銀行訪問 

10：00 

工事の意思疎通を図るため週に

一度、営業・設計・監督とで

ミーティングを行っています。 

また、お客様の要望に対してカ

タログやネットで調べたり、

メーカーに問合せたりして解決

していきます。 

会議や事務処理 

13：00 

進行中の現場を視察しお客様

の気にされていた場所等を

チェックしたりします。 

また、新しいお客様のところ

へ訪問してコミュニケーショ

ンを計ります。信頼していた

だけるまでは勝負ですね。 

外回り 

16：00 

事務所 

書類整理 

16:00 



                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

8:45 9:00 10:30 12:00 13:00 15:00 17:30 18:30 16:30 

出
社 

退
社 

始
業 

チラシ・広報物 等 

作成 

完成現場 

写真撮影 
お昼休憩 

図面・パース作成 

営業サポート 

チラシ・広報物 等 

作成 

DM・折込 等 

手配 
HP更新 

SR 

準備 

清掃 

１日のスケジュール 

アルファホーム㈱  広報  西尾 江里奈（入社５年目）の場合 

毎月行っている新築一戸建て

やマンションリノベの完成見

学会などのイベントのチラシ

を作成します。 

DMや折込の手配や、HPでの

告知も私の仕事です。 

イベントチラシ作成 

9：00 

完成した住宅に行って、写真

撮影をします。 

撮った写真は弊社施行事例と

してHPに更新していきます。 

完成現場写真撮影 

10：30 

CADソフトを使って図面や

パースの作成など、営業のサ

ポートもします。 

時々お客様との商談も。 

 

営業サポート 

13：00 

イベントチラシの他にも、施

行事例の冊子やのぼり、工事

看板などのデザインもしてい

ます。 

広報物作成 

15：00 



                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

8:45 9:00 10:00 11:00 13:00 15:30 17:30 18:30 

出
社 

退
社 

始
業 

メールの返信 

各種事務処理 

ショールーム

ご案内 
お昼休憩 お客様と打ち合わせ 図面・パース作成など 

翌日の準備や

ブログ更新 

SR 

準備 

清掃 

１日のスケジュール 

アルファホーム㈱  プランナー  片山 由子（入社４年目）の場合 

弊 社 オ ー ダ ー キ ッ チ ン の

ショールームへご来店された

お客様をご案内。 

オーダーキッチンについて詳

しくご説明します。 

ショールームご案内 

10：00 

担当しているお客様との打ち

合わせ。どんな住宅にするか

を細かく決めていきます。 

時には建築中の現場やメー

カーさんのショールームへ一

緒に行くことも。 

打ち合わせ 

13：00 

お客様と打ち合わせした内容

をCADで図面化します。難し

い図面は上司に相談しながら

作成したりと日々勉強です。

プランナーとしてプラン（間

取り）作りも行います。 

図面作成 

15：30 

コーディネート

検討 

12:00 

カタログやサンプルを使って

住宅全体のコーディネートを

考えます。 

注文住宅の場合はお客様の好

みに合わせてご提案作りもし

ています。 

コーディネート検討 

11：00 



                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

8:45 9:00 10:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:30 

出
社 

退
社 

始
業 

各種事務処理 現場撮影 お昼休憩 お客様と打ち合わせ 
図面・パース作成 

営業サポート 

翌日の準備 

ブログ更新 

SR 

準備 

清掃 

１日のスケジュール 

アルファホーム㈱   石田 樹里（入社２年目）の場合 

現場の記録として、着工から完成ま

で工程が進むごとに専用カメラで

360°写真を撮影をします。撮影し

た写真をブログにアップすること

で、正しい工程を踏んで建築してい

ることをお客様に公開しています。 

現場撮影 

10：00 

勉強のため、先輩の打合せに

同席することも多いです。実

際に立ち会うことでお客様と

の接し方や商談方法を学び、

自分の担当の打ち合せに活か

していきます。 

お客様打合せ 

13：00 

営業の打合せ内容の記録や、図

面の作成、変更をします。図面

を描いたり情報をまとめること

で商談内容に触れ、勉強してい

きます。 

営業サポート 

15：00 

イベント準備 

12:00 

新築完成見学会やお引き渡し式な

ど、定期的にイベントを開催し、

集客につなげたりお客様への感謝

や祝福をしています。開催するに

あたって必要な書類を作成した

り、備品の準備をします。 

イベント準備 

11：00 



                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

8:45 9:00 12:00 13:00 15:30 17:30 18:30 

出
社 

退
社 

始
業 

新築工事現場の 

位置出し 

進行中の新築の 

進捗状況確認回り 
昼休憩 

進捗状況 

確認回り 

進捗状況 

確認撮影 

写真整理 

ブログ更新 

打ち合わせ 

など 

事務所

清掃 

１日のスケジュール 

アルファスタイル㈱  工務  新城 雄一朗（入社３年目）の場合   

完成間近の現場の見学会

予告看板を木材を使って

組み立てをします。 

その他にもちょっとした

現場仕事をすることもあ

ります。 

看板組み立て 

14：30 

図面から距離を出して実際の

現場でメジャーを使って建物

の形を出します。 

図面から実際の現場の仕上が

りを考えながら位置や大きさ

などを決めていきます。 

位置出し 

9：00 

10:30 14:30 

看板組み立て 

16:30 

事務作業 

業者さんへの

手配メール等 

進行中の新築工事現場がしっか

り進んでいるか実際に足を運ん

で確認をします。ここでも図面

通りのできているかしっかりと

確認していきます。 

職人さんと相談して材料の搬入

日程を決めたり今後の日程の調

整を上司と相談の上に決定して

いきます。 

現場の確認回り 

10：30 

現場の写真を整理して日付・

作業ごとに整理して管理しま

す。施工が進んでいくと隠れ

てしまう部分などがあるので

しっかりと写真で記録を兼ね

て管理します。 

事務作業は工程表の作成や請

求書の処理、業者さんへの手

配のメール添付資料の作成等

パソコンを使った業務も結構

多いです。 

写真整理･事務作業 

15：30 

自分が担当している現場の

ブログを更新します。ブロ

グからの問い合わせから契

約まで行くことができたお

客さんもいるので大事な仕

事の一つです。 

たまに業者さんとの打ち合

わせが入ることもありま

す。 

ブログ更新 

17：30 



                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

7:30 8:00 18:00 

出
社 

退
社 

始
業 

上棟の手伝い・写真撮影・シート貼等、、、etc 

事務所に戻り

写真の整理 

ゴミ捨て 

現場に

行く 

準備 

新築工事の現場管理で一番大

事な日が上棟の日です。 

建物を立てていく初日のこと

でこの日は朝がいつもより早

く、基本１日中現場の方にい

ます。 

上棟手伝い 

8：00 

１日のスケジュール 

アルファスタイル㈱  工務  新城 雄一朗（入社３年目）の場合  上棟式バージョン 

17:00 

上棟式 

片づけ等 

上棟が始まってからはまずは足場のシート貼をやっていきます。現場管理では結構足場

に上ることがあるので高いところが得意になります。 

そして大体足場シートを貼り終える頃くらいに、１回目の休憩が入ります。お客さんか

らお茶などをいただくこともあるので、受け取って職人さんに配ったり等・・休憩はあ

とお昼と１５時ごろの３回が多いです。体力を使うので、休み休み作業をします。 

そこからはちょっとした手伝いやブログ用の写真撮影など、たまに現場が重なってくる

と少し現場を、抜けたりすることがありますが、基本は現場です。 

材料の搬入があらかた終わるとアルファシートを貼ります。この位置も道路に面してい

る面など考えながら貼ります。 

上棟が終わるとお客さん・大

工さん・会社のひとと上棟式

を行います。安全にこれから

の施工が進んでいくように

しっかりと行います。 

上棟式を終えると現場の片づ

けをして、事務所に戻り写真

を整理し、少し早目の退社に

なります。 

上棟式 

17：00 



                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

8:45 9:00 12:00 14:00 18:00 18:30 

出
社 

退
社 

始
業 

進行中のマンションリノベーションの 

現場確認・打ち合わせ 
昼休憩 

社内 

打ち合わせ 
小工事下見 

予定 

確認 

事務所

清掃 

１日のスケジュール 

アルファスタイル㈱  工務  鈴木 寧（入社２年目）の場合 

工事の進捗を確認していきます。図面

と現場は違うもの。電線が入らない、

寸法が足りないという事態が必ずあり

ます。そんな時にすぐ対応できるよ

う、現場の現状を知っておく必要があ

ります。 

また、現場では職人さんとのコミュニ

ケーションも重要な仕事です。「これ

どうすればいい？」「資材はいつ来る

の？」という言葉を気軽に出していた

だける関係作りを目指しています。 

現場確認・打ち合わせ 

9：00 

現場で職人さんに質問いただいた中

で、自分で決めきれない部分は持ち

帰って上司やプランナーに相談して

決定します。 

未熟な私の仕事はとにかく質問して

覚えること。そういった会社の方針

がはっきりしているので、どんな初

歩的な質問でも笑いながら答えても

らえる環境です。 

社内打ち合わせ 

13：00 

シャワートイレの取替、手すりの

設置などのちょっとした工事、で

すがこういった工事のほとんどが

以前に弊社で施工させていただい

たお客様からのお仕事。 

「何かあったらアルファスタイ

ル」とご相談くださるのは一重に

先輩方が築いた信頼であり、その

信頼を守るのもまた私たちの大切

な仕事です。 

小工事下見 

14：00 

打ち合わせや下見の結果を受け

て、工事に必要な部材を手配した

り、職人さんと日程の調整をした

りします。 

商品を見積もるだけでもカタログ

で性能を調べたり最短の納期を問

屋さんに聞いたりと様々な知識が

増えていきます。調べて分からな

いことは先輩上司へ相談。 

書類整理・発注作業 

16：00 

13:00 16:00 

書類作成・発注作業 



アルファホーム㈱  取締役会長  廣村 高太郎 の場合 

一番の趣味は「旧車のメンテ」。イタ車の古い車（１６年落ち）を修理

しながら乗ることが大好き。ＷＥＢ検索でパーツや取替え方法を調べて

は壊れそうな部品を取り替えています。もちろん、ドライブにもよく行

きますよ！ 

休日の過ごし方 

ワンコのペコちゃんとドックカフェめぐり。子供たちも

ある程度独立したので今はペコちゃんとお出かけも多く

なりました。家族皆のアイドルですね！ 

海大好きな家族です。夏季休暇を家族といっしょに過ごします。

砂遊び、シュノーケルなど子供たちとガンガン遊びますよ！ 

BBQ 

毎年恒例のＢＢＱ。いまでも付き合いの深い大学時代の友人を招いて行います。大学時

代は軽音楽部（ロックバンド）でしたので一応音楽のことで盛り上がります。でも、ほ

とんど会話は学生時代の武勇伝。毎年、毎回同じ話で笑っています。 



アルファホーム㈱  営業  長坂 英樹（入社27年目）の場合 

休日の過ごし方 

家族で毎年必ず行くところがあります。年始にはまずお伊勢参りに行って１年の無

病息災を祈願してきます。そして不定期ですがTDLへは年２回程度行っています。

仕事終わりにそのまま出発して朝から晩まで目いっぱい遊びます。１泊でも２泊で

も満喫してます。京都の嵐山にある鈴虫寺へ行って去年の報告と今年のお願いごと

をすることも忘れません。夏の初めには単独海へぶらっとします。 

その他のお休みは主に子供の行事に費やすことが多いです。授業参観や運動会に出

たりしています。部活の大会の応援では子供たちの熱い戦いに興奮しました。それ

以外では、友人とホームパーティしたり音楽仲間と昔を思い出してグダグダなプチ

ライブをしたりします。また美味しいもの求めて出かけたりあちこちショッピング

に出かけるのも好きです。何もない時は地味に自転車のパンクを直したり撮りため

たビデオを見てだらだらしています。 



アルファホーム㈱  広報  西尾 江里奈（入社５年目）の場合 

長期連休や、代休などで連休がとれると旅行にいくことが多いです。京

都、軽井沢、東京、金沢、横浜、鎌倉、大阪、、、、などなど、ちょっ

と遠くに観光しに行きます。１日遊んだ後に、ちょっといい旅館やホテ

ルに泊まるのが楽しみだったりします。 

休日の過ごし方 

大学時代の友達と休みが合えば、食事に行ったり、日帰り

旅行したりしてます。年末年始の長期休暇のどこかで、大

学の同じコースの子と集まって忘年会が恒例になってい

て、今でも20人以上集まってわいわいしてます。 



アルファホーム㈱  プランナー  片山 由子（入社４年目）の場合 

日曜休みは友人と遊ぶことが多いです。家の

近くでランチをしたり車で２～３時間の範囲

なら小旅行をしたり。最近は三重県にある水

族館へ行ってきました。 

平日休みは自分のための時間として使ってい

ます。趣味で習っているピアノの練習をした

り、最近はずっと気になっていたハーバリウ

ム作りを体験してきました。 

一昨年、建築士の資格を取るために休日を

使って資格の学校に通っていました。この期

間は会社のイベントごとを休ませてもらった

り休日の調整をしてもらったりと会社にも協

力してもらった事が多かったです。比較的、

資格取得に向けて勉強しているスタッフが多

いと思います。 

休日の過ごし方 



アルファホーム㈱   石田 樹里（入社２年目）の場合 

長期休暇や連休になると旅行へ行きます。１年間で大

阪、滋賀、奈良、金沢、東京と日帰り旅行を含めても結

構行ける機会がありました！ハードスケジュールよりの

んびり観光が好きです！ 

趣味でフットサルをします。腕はまだまだで

すが、チーム練習や軽い試合に参加すること

で楽しく運動不足の解消をしています！ 

月に１回くらいのペースでいろんなアーティストのライブへいき

ます。夏や冬には県外のロックフェスにも行きます！ 

休日の過ごし方 



アルファスタイル㈱  工務  課長  鈴木 直樹（入社1１年目）の場合 

連休になると家族で旅行に行きます。と言っても日帰りですが・・・。

東は千葉、西は姫路あたりであれば１日フルに遊んで帰ってきます。海

や遊園地、最近はお城めぐりにもはまっています。 

休日の過ごし方 

他にも高校時代の同級生とBBQをしたり、地元の祭りに参加したりしてます。家で

はホワイトザリガニの世話をして癒されてます。 



休日の過ごし方 

アルファスタイル㈱  工務  新城 雄一朗（入社３年目）の場合   

休みが合えば大学のときの友達と遊びに

行ったりします。スキーや旅行やすき焼

きパーティーなどいろいろと 

休みの日の夕ご飯は自分の好きなもの

を作ってます。 

長期の休みがあると電車を使って遠く

の所まで行ったりします。 



休日の過ごし方 

アルファスタイル㈱  工務  鈴木 寧（入社２年目）の場合 

人が集まれば夜はそのままご飯に行きます。 

お花見をしたり餅つきをしたり、季節の行事をしているときもあります。

小さくても近場でも、季節感をないがしろにしないのが妻との約束です。 

普段は友人たちとカードゲームやTRPG(テーブルトーク・ロールプ

レイング・ゲーム）をして遊んでいます。遊び相手は地元の幼馴染

たちから大学時代の友人、前職の同期など様々。近況報告を交えな

がら楽しく過ごします。 

長期休暇は旅行に行くことが多いです。行先は

戦跡とその関連施設か、水族館とその周辺。左

は横須賀で撮ったロナルド・レーガン。右はと

んでもなくいい天気だった鳥羽展望台です。 


