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東海スマート企業グループ 

住宅事業部 会社説明 

アルファグループは、「キッチンと暮らす」をテーマに、愛知県刈谷市

を中心に三河エリアで注文住宅からリノベーション(リフォーム)を手掛

けている建設会社です。家族が集まり、会話のはずむ明るいLDKをつく

るため、どんなニーズにも対応できるオーダーキッチンを様々な分野に

提案しています。  

リフォーム 

リノベーション 

中古物件再販 

不動産 

注文住宅 

分譲住宅 アルファホーム名古屋 株式会社 

アルファ住宅販売名古屋 株式会社 

名古屋 

 office：名古屋市瑞穂区妙音通2丁目41-2 

 HP：http://www.alphahomeplus.co.jp/  

アルファホーム刈谷 株式会社 

アルファ住宅販売刈谷 株式会社 

 office：刈谷市野田町馬池3-1 原田商事ビル1階･2階 

 HP：http://www.alphahomeplus.co.jp/  

刈谷 
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事業内容 

注文住宅・分譲住宅 
「長期優良住宅」を標準とし、末永く快適

に暮らせる家、そしてメンテナンスのし易

い家をつくります。 

 また、「キッチンと暮らす」をテーマに全

棟オーダーキッチンを組み込み、デザイン

性が高く、機能的なキッチンをご提案。 

家はシンプルで構造も頑丈がいい、でも

「キッチン」にはこだわりたい！という家

づくりが出来る。これがアルファホームの

強みです。 

オーダーキッチン 
弊社の強みはなんといってもオーダーキッチン。キッチンを自由自在にあやつるノウハウがあります。 

弊社のつくるキッチンには、国内製の機器はもちろん、Miele(ミーレ)･GAGGENAU(ガゲナウ)など海外製機器を組み込むことも可能です。  

お客様のご要望に合わせて一つ一つをデザインすることができます。「こだわり」を大切にして、世界に一つだけのオリジナルキッチンをつくります。 

リノベーション・リフォーム 
機器取り換えや修理などのリフォームから

間取り変更を伴うリノベーションまで、幅

広く対応しています。 

また、間取りに合わせてつくることができ

るオーダーキッチンはリノベーションとの

相性が非常によく、構造上必要な壁や柱、

既設の窓の位置などに合わせて作成可能。

プランにも幅が広がります。  

中古物件再販・不動産 
中古マンション・中古戸建てを仕入れ、リ

ノベーションして再販します。 

住環境や管理状態を考慮し、市場調査を行

い物件の仕入れをします。 

市場性、販売ターゲットを想定しながら一

邸一邸テーマを決め、明るいリビング、

オープンキッチンを採用して完成度の高い

物件を提供しています。  



3 

 

住宅会社の仕事 

手がけるのは、自由度の高い注文住宅やお客様のご要望に合わせて

間取り変更も伴うリノベーション。プランづくり、デザイン提案、

お客さまとの打ち合わせなど、家づくりの全てに携わる業務です。 

「ヒアリング」…お客さまによってご要望は様々。じっくりとお客

さまと話し合います。 

「プランニング」…ヒアリングしたことをもとに、図面やパースでご提案。 

「打ち合わせ・仕様決め」…お客さまと納得がいくまで詳細を決めていきます。

お客様の要望を汲み取ったり、掘り下げたりすることが一番重要であり、腕の見

せどころです。 

「図面作成」…設計図面の作成をします。建物の実施設計や構造設計、確認申請

用の図面を作成し、現場監督へバトンタッチします。時には敷地の調査や現場で

の打ち合わせ、役所に訪問し法や条例について確認をすることもあります。 

プランニング 

設計 

自社で建築を請け負う契約をもらうことが仕事となります。お客様

の理想をしっかりと理解すること、住宅のプロとして相談にのり、

幅広い質門に対して適切なアドバイスができる必要があります。 

「新規お客様の対応」…ショールームや見学会にご来場されたお客

様のご対応をします。自社の強みを伝えたり、わかりやすくご説明

するための知識も必要です。 

「商談～契約」…どのような家がいいのか、住宅のプロとしてお客様の要望や相

談にのり、適切なアドバイスを行うことで理想的な住宅を一緒に作り上げていき

ます。大きな金額を託されることになりますから、信頼が必要です。お客様との

より親密な関係を築くことが重要です。 

「アフターケア」…建てて終わりではなく、住みだしてからも専門家としてフォ

ローしていきます。お施主様との関係が途切れないようにし、ご紹介をいただく

ことも営業の仕事です。 

営業 

住宅の建築施工管理業務。着工から引渡まで、トータルに携わって

いきます。現場監督はお客様・営業マン・プランナー・職人とコ

ミュニケーションを密に取ること、また複数の現場を掛け持ちで担

当するケースが多いため、進捗状況を把握しながらさまざまな業務

を処理していくことも求められます。 

「工事前」…営業・プランナーとの事前打ち合わせ。図面・お客様のご要望など

を確認し、工程表の作成、資材の発注、職人さんの手配、予算の管理などを行い

ます。 

「工事開始～お引渡し」…実際に現場に赴き、工事の進捗状況を確認したり、希

望通りに作業が進んでいるか確認します。工程管理、写真管理、安全管理、人員

管理、現場の視察が主な業務です。 

「メンテナンス」…機器の不具合や故障時の対応や、新築住宅の定期点検など、

お引渡しの後もフォローも業務の一環です。 

現場監督 

数多く存在するハウスメーカーや工務店などの中から、お客様に自

社を見つけてもらうためにも、イベント企画・WEBでのPRなど、

戦略を練りながら自社のPRをしていきます。  

 

「来場前の営業行為」…お客様と自社が出会うきっかけをつくるのが広報の仕事

です。ターゲティング・広告媒体の選定など、戦略を練りながら新規顧客の獲得

を図ります。 

「イベント企画・運営」…完成見学会・セミナーなどの企画・宣伝・運営を行い

ます。 

「ＰＲ」…施工事例・動画・パンフレットなどの作成をし、発信します。HPや

SNSなどで自社の活動や商材を発信し、会社の知名度を上げブランディングする

こと、また反響など、結果の分析をし改善していくことも重要な仕事です。 

広報 
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スタッフ紹介 

工務・現場管理  

田牧 昂洋 
工務 

営業・アルファホーム

の運営 

鈴木 直樹 
代表取締役 

キッチンプラン・マン

ションリノベーション

プラン  

石田 樹里 
プランナー 

キッチンプラン・マン

ションリノベーション

プラン・アシスタント

磯野 加奈 
コーディネーター 

工務 

長田 祐哉 
工務 

営業 

川本 麻登 

営業 

アルファホーム刈谷 

工務 

夏目 啓一郎 

工務・現場管理  

営業 

信夫 美香 

工務・現場管理 

広報・事務 

小澤 佳子 

事務・広報 

新築・キッチンのコー

ディネートサポート  

榊原 真広  
コーディネーター 

プランナー 

片山 由子 

新築住宅とオ ーダー

キ ッ チ ン の プ ラ ン・

コーディネート  

工務 

新城 雄一朗 

工務・現場管理  

ＳＥ 

鈴木 寧 

工務課 現場監督と少

しの営業  

営業 

斉藤 太一  

新築営業 

広報 チラシ作成やＨＰ

編集など  

青井 江里奈 
広報 

設計・プラン・インテ

リアコーディネート  

岡富 道子 
設計・プランナー 代表取締役 

岡田 和樹 

営業・アルファホーム

の運営  

次長 

長坂 英樹 

新築注文住宅の営業。

土地探しやローンのア

ドバイスも  

工務 

太田 健真  

工務・現場管理 

代表取締役 

村井 康浩 

営業、会社全体の取り

まとめ 

代表取締役 

原田 大士 

不動産業全般（たまに

賃貸もやります） 

アルファホーム名古屋 アルファ住宅販売刈谷 

アルファ住宅販売名古屋 
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仕事内容  新築営業 

見学会 

新築の完成見学会が決まったら、追客中のお客様にメールでご

案内します。当日は現地でご来場のお客様のご案内をします。 

打ち合わせ 

上司と一緒に新築ご検討中のお客様との打ち合わせに同席しま

す。 

お客様フォロー 

ポータルサイト等で土地情報を収集し、土地探し中のお客様に

合った土地をご紹介したり、弊社で新築を建てていただいたお

客様のお引き渡し用の資料の作成や、機器の使い方説明なども

行います。 

新築一戸建ての営業担当を任されるように  
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仕事内容  新築コーディネーター 

ショールーム案内 

ショールームに見学に来られたお客様のご案内。 

依頼がある場合はキッチンのプランニングなども行います。 

打ち合わせ 

上司と一緒に新築、オーダーキッチンなどご検討中のお客様と

の打ち合わせに同席します。 

パースの作成 

3Dソフトを使ってイメージパースを作成します。作ったパース

はお客様との打ち合わせにも使用します。 

新築一戸建て、オーダーキッチンの営業や、コーディネートの担当をするように 
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仕事内容  リノベーション営業・コーディネーター 

現地調査 

リノベーションするお宅や、中古物件に工務スタッフと同行

し、採寸や給排水の位置などを確認する現地調査をします。 

ここで現場を把握しておくことが、問題なく工事を完成させる

ポイントです。 

コーディネート 

リノベ物件のコーディネートをしていきます。 

打ち合わせ 

お客様との打ち合わせに同席し、ご要望、好み、今の暮らしで

困っていることなどをヒアリングします。2回目以降の打ち合わ

せでは、リノベプランを図面、パース、サンプルなどを使いな

がらお客様へご提案していきます。 

大規模リノベーションの、コーディネートだけでなく間取りのプランニングから携わるように 

・お客様のご要望をどれだけ実現させられるか 

・より良い暮らしを提案できるか 

・アルファ住宅販売と連携しながら 

 売れる・魅せるコーディネートの提案 

お客様の住宅のリノベ 再販物件リノベ 
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仕事内容  工務 

現場管理  

主な仕事が新築工事、リフォーム・リノベーション工事の現場

管理です。職人さんに指示を出したり、掃除・片付けをして職

人さんが作業しやすい場をつくります。 

打ち合わせ 

現場から帰ってきた後は事務所でプランナーと打ち合わせで

す。デザインを決めたり、現場で職人さんに指摘された事項を

踏まえてプラン変更の提案をします。 

リピート工事 

私たちの業務の一つで既存のお客様のリピート工事がありま

す。1～2日くらいで終わる工事がほとんどですが、そこからお

客様のご家族・親戚・お友達をご紹介して頂き、新たな仕事を

頂く場合もあります。 

リフォーム・リノベーション工事の営業、大規模な現場の現場管理をするように 
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休日 休暇 

週休制（水曜日・日曜日・祝日・その他） 

 夏季休暇・年末年始休暇・ＧＷ休暇・有給休暇・慶弔休暇・その他 

夏季休暇・年末年始休暇・ＧＷ休暇は約1週間の連休になります。 

 

水曜日・日曜日は基本的にはお休みです。見学会などのイベントや、お客様と

のお打ち合わせ等で出勤になることもありますが、代休が取れます。 

✔ 

✔ 
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イベント 

現場が完成すると、完成現場見学会を行います。新築、戸建てリノベーション、マンションリノベーション共に、事前の告知やポスティン

グ、家具や小物の運び込みや会場設営などの準備、当日の受付、お客様のご案内、片付けまでスタッフ皆で行います。 

また、バスツアー、パン教室などのオーダーキッチンを使ったイベント、毎年11月に住宅事業部合同の感謝祭など、お客様を呼び込むための

イベントを行っています。 

新築完成見学会 マンションリノベ完成見学会 感謝祭 お客様向けセミナー・勉強会 

ナイトイベント パン教室 海外機器体験イベント バスツアー 


