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経営理念
愛と人間力をもって世の中の役に立つ

一、感性と技術を磨き、人に役立つ良い建物を造り続ける。

一、社員ひとり一人の可能性を尊重し豊かな生活と
生きがいを生み出す環境を確保し続ける

一、利益を生んで、税金を納め、社会に喜ばれ、役に立つ
事業を行い続ける。
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株式会社オカムラホーム

1995 年

株式会社オカムラホームを代表取締役 下帯 勇が設立

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田76番地46

1996 年

宅地建物取引業を取得

2001 年

一般建設業取得

2003 年

資本金を2,500万円に増資

047-450-3452（代表）
代表取締役 金子 保夫

特定建設業を取得
平成7年12月22日

オカムラホーム一級建築士事務所開設
55,300万円（資本剰余金52,800万円含）
建築総合請負業、宅地建物取引業、一級建築士事務所、不動産コンサルティング
建設業許可：千葉県知事許可（特-25）第39269号

2006 年

金子保夫がMBOにより全株式を取得し代表取締役となる

2007 年

株式会社スワロを設立

2010 年

株式会社ポポロの全株式を取得し100％子会社にする

宅地建物取引業免許：国土交通大臣（2）第8364号
一級建築士事務所：千葉県知事登録第1-1310-6053号

株式会社ヤクシを設立
2011 年

津田沼支店準備室を開設

2012 年

ベトナム ホーチミンに進出しOKAMURA TOKYO CO.,LTDを開業

一般不動産投資顧問業 国土交通大臣 第1156号
不動産コンサルティングマスター：国土交通大臣認定（2）第28592号

青山オフィス開設

宅地建物取引士：22名／不動産コンサルティングマスター：3名

宅地建物取引業を千葉県知事免許から国土交通大臣免許に変更

1級建築施工管理技士：4名／2級建築施工管理技士：3名／1級土木施工管理技士：2名
一級建築士：5名／二級建築士：16名／耐震診断士：11名／賃貸不動産経営管理士：13名

2013 年

オカムラホームのリフォームを開設

福祉住環境コーディネーター2級：2名／インテリアコーディネーター：3名

一般不動産投資顧問業を取得

三井住友銀行／京葉銀行／佐原信用金庫／三菱東京ＵＦＪ銀行／千葉興業銀行

株式会社ファインの全株式を取得し100％子会社にする

東京東信用金庫／千葉銀行／千葉信用金庫／東京ベイ信用金庫／東日本銀行

村上オフィス開設

東京都民銀行／オリックス銀行

・リノベーション・リフォーム専門店 ヴィンテージ木ここちを開設（リノベーションスタジオ 村上ショールームをオープン）

全国宅地建物取引業保証協会／東京都宅地建物取引業協会／千葉県宅地建物取引業協会
全国賃貸不動産管理業協会／千葉県建築士事務所協会／リノベーション住宅推進協議会

2014 年

千葉県中小企業家同友会／八千代商工会議所／習志野商工会議所

ベトナム ホーチミンに2社目のOKAMURA VIETHOME CO..LTDを開業
津田沼支店開設

株式会社オカムラメイト

・注文住宅専門店 木ここち家ラボを開設（津田沼ショールームをオープン）

OKAMURA VIETHOME CO.,LTD（ベトナム）

・オカムラホームの仲介を開設

OKAMURA WORLD ADVANCE PTE.LTD（シンガポール）
OKAMURA SANYO PROPERTY CORPORATION（ベトナム）

2015 年

シンガポールに進出しOKAMURA WORLD ADVANCE PTE.LTDを開業

2016 年

株式会社ビルドの全株式を取得し100％子会社にする
リノベーション・リフォーム専門店 ヴィンテージ木ここちから住宅再生専門店 ヴィンテージ木ここちに名称変更
住宅再生専門店 ヴィンテージ木ここちを開設（津田沼モデルハウスをオープン）

2017 年

ベトナム ホーチミンに3社目のOKAMURA SANYO PROPERTY CORPORATIONを開業
注文住宅専門店 木ここち家ラボ 八千代店を開設

2018 年

株式会社ビルドの社名を「株式会社オカムラテック」に変更
OKAMURA TOKYO CO.,LTD株式を譲渡
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分譲住宅部門 営業のお仕事 ―営業企画部―

分譲住宅部門

主な業務内容

【分譲プランの企画・提案】分譲地の街並や1邸1邸異なるコンセプト住宅の企画と提案を行い、各部署と打合せをしていきます。
【物件管理】販売物件の清掃や片付けを行い、常に現地の維持管理を行います。
【接客対応】当社物件にご来場されたお客様に対して、現地のご案内や建物の紹介をします。
【引渡しまでの管理業務】ご契約後のお客様が、引き渡しまで安心して進めていけるように関係部署や銀行と連携をとり、
スケジュールを組んでいきます。

1日のスケジュール
9：00

現地入り、清掃・準備

接客の1時間前に現地に入り、
室内や外回りの清掃をしてお
客様を迎える準備をします。

13：00

分譲地プラン会議

分譲地のコンセプトや1邸1邸
の間取り・設備仕様等を設計と
打合せしていきます。

17：00 スケジュール確認
1週間のスケジュールと翌日の
スケジュールを確認します。

当社の家づくりは、
“暮らしやすさ”にこだわりながらも、多様化するライフスタイルに応え、お客様に合った
プランを選んでいただきたいという想いから、コンセプト住宅という発想を掲げています。ひとつとして同じ
間取りのないプランニングに、快適や安心への細やかな工夫を施して、
“世界にひとつだけ”の住まいをつく
っています。

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

10：00

接客対応

建物のご案内から住宅ローン
のご説明とそのお客様に合っ
たお話をさせて頂いておりま
す。

16：00

部内ミーティング

1週間の進捗状況確認やご案
内したお客さまの報告。
集客方法や追客方法などを同
僚や上司からアドバイスをも
らいます。

やりがい

大変なところ

合せし、建物が造られていきます。そのコンセプトプランが

WEB媒体の作成・現地看板設置などを短期間で準備してい

販売する建物を営業と設計で、1棟1棟コンセプトプランを打
形となり、実際に建物を見る楽しみやご案内したお客様の
喜ぶ笑顔を見れることです。

新規分譲地の立ち上げ時は、お客様向けの資料作り・HPや

きます。少し慌ただしくもなりますが、自分 達で作成したも
のの出来映えが良いと販売にも力が入ります。

ジャスタウン

オカムラホームの「JUSTOWN」は、多様化する価値観やライフスタイルに対応
しながら、家族に“ちょうどいい”暮らしを考えた家づくりブランド。
これからの常識になる環境に配慮しながら、自分らしさ、家族らしさにこだわ
れる住まいをお届けしています。

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

不動産未 経 験で不安でしたが、面接時に社 員のアットホー

私自身ワーキングマザーですが、子育てママが働きやすい

色々な部署と関わりながら仕事をしていますが、親切・丁寧

切にし、育児の協力をしています。また、家族 参加のイベン

ムな雰囲気が伝わり、安心して働ける会社だと思いました。
に仕事を教えてくれる先輩方ばかりです。

環境だと感じています。女性に限らず男性社 員も家族を大
トなどもあり、私自身子ども達と楽しく参加しています。

オカムラホームの分譲住宅
新入社員さんに一言

プラン立案
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設計
・
積算

施工

お引き渡し

人と接するのが好きという方や建物に興味がある方、不動産未経験からこの仕事を始めた先輩方が多くいます。社内のコミ
ュニケーションが活発な会社ですので、他部門とも多くかかわる機会があります。楽しく仕事をしながら色々な物事に挑戦し
たり、行動できるので、自身のスキルアップにも繋がります。ぜひ、一緒に成長していきましょう。
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分譲住宅部門 工事のお仕事 ―建設第 2 部―

分譲住宅部門 設計のお仕事 ―設計部―
主な業務内容

【分譲住宅の企画・設計】コンセプトや外観デザイン、各プランについて営業企画部と打合せをし、プラン確定後設計をします。

分譲地の視察→営業企画部とコンセプト会議→設計部内で外観デザイン検討→基本プラン作成→営業企画部とプラン会議→修正・
プラン確定→実施設計・詳細検討→建設第2部へ引き継ぎ

その他、有活物件の企画・設計や商品開発、積算、分譲住宅・有活物件の現場監理などの業務があります。

1日のスケジュール
9：00

各種準備

メールチェックの後、会議に向
けて資料の準備をします。
議題に合わせ、商品のサンプ
ルなども用意します。

13：00

実施図面のチェック

実施プランの詳細部分の
チェックを行います。

【品質管理】図面や仕様書通りに造られているかなどの確認や写真を撮って記録を残し、ダメなものは是正をします。
【工程管理】工事スケジュールが予定通り進むように管理します。

【コスト削減】仮設やその他現場内でコスト削減になるものがないか、予算を超えるものがないかの確認・把握をして改善に努めます。

1日のスケジュール

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

10：00

分譲地プラン会議

営業企画部と新規分譲住宅の
プランの内容について打合せ
をします。

10：00

15：00 プラン作成

分譲地プラン会議にて、決定し
たプランを作成します。必要が
あれば、修正をしていき、
プラ
ンを仕上げます。

大変なところ

つコンセプトを持った住宅をつくっているので、自分のやっ

あるプロジェクトと住宅の設計を並行して業務することもあ

現場に出発

現場への事前確認や資材搬入
など到着後の作業が円滑に進
むように必要な設備や装備を
整え現場へ向かいます。

15：00

やりがい

現場清掃

週末は現場監督指示のもと、
協力業者と一緒に各現場の
一斉清掃を実施。

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

やりがい

11：00

現場巡回・管理

作業員への声掛けや保護具着
用チェックを行い、異常や問題
がないかの確認、現場の進捗
状況の確認を行います。

16：00

情報整理

各現場の進捗や問題点などを
関係者と情報共有し、今後のス
ケジュールなどを決めていき
ます。

大変なところ

管理が上手くいかないと、スケジュールが伸びたり予算をオ

り、仕事量の把握、優先順位付け、スケジュール管理は結構

デスクワークもありますが、工程表通りに工事が進行し、た
くさんの方々の協力を得ながら、無事に建物が完成したと
きは、苦労した分、施工管理の仕事の魅力や達成感を感じ
ます。その建物を購入して頂いたお客様に喜ばれた時に、と
てもやりがいを実感します。

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

以前の設計事務所ではマンションや福祉施設などの設計が
多く、住宅の設計がしたいと思っていたところ、友人が働い
ていたこともありコンペ棟の見学をさせてもらいました。そ
の時自分の中の分譲住宅の概念を良い意味で覆され、面白
そうな会社だなと感じたため。

設計者にとっては常に新しいことに挑戦できる雰囲気があ
るということ、それを理 解してくれ、サポートしてくれるメン
バーがいることはとてもいい環境と感じています。
また、社員同士の交流も盛んで他部署との繋がりもあり、会
社全体の連帯感があるところ。

正直、最初はオカムラホームという会社を知りませんでした

社内の雰囲気が明るく、社 員同士和気あいあいとしている

に入り選びました。木造住宅未経験で不安でしたが、上司の

り、選手と触れ合ったりと、他の会社では経験できないよう

オカムラホームの分譲住宅は他社の分譲住宅に比べ1棟ず
てみたいことを比較的自由にコンセプトとして盛り込むこと
ができるところ。

期限の決まっている仕事の中で、アパートなどボリュームの

大変です。また、設計業務以外の社内業務も多いところ。

が、地元密着なのと社員の和気あいあいとした雰囲気が気
「大丈夫！」という言葉に背中を押されました。

ーバーすることに繋がります。危険も多い現場で、安全に工

事を進めていくのも施工管理の役割であり、責任感も求め
られるところです。

ところ。野 球・サッカー・バスケ等のスポンサーになってお
な事ができる事。社内イベントが多いところ。

新入社員さんに一言

新入社員さんに一言

やる気と何事にも前向きに取り組む姿勢が大事だと思います。はじめはわからなくて当たり前。積極的に取り組んでどんどん

現場監督というと、とても難しそうな仕事というイメージがあるかもしれませんが、一つ一つ覚えて経験していけば必ず出来

スキルを身に付けて欲しいです。設計の仕事は発想力も大事です。感性豊かな若者らしい自由な発想を期待しております。
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主な業務内容

【安全管理】危険作業や事故の要因になるものがないかの確認をします。

るようになります。それにウチには親切に教えてくれる先輩がいるので、わからない事などあれば何でも質問して下さい。
建物が完成した時の達成感とお客様の笑顔の為に一緒に頑張っていきましょう。
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注文住宅部門 営業のお仕事 ―営業部―

注文住宅部門

主な業務内容

【集客活動】販促物の作成及び外部ポータルサイトへの入稿をします。
【接客・案内・物件紹介・契約】反響顧客へ資料郵送やモデルハウス、土地のご案内や資金計画作成、住宅ローン手配から
契約を行います。
【契約後の管理】契約後の資金回収、契約からお引き渡しまでのスケジュール管理をします。
【社有物件の維持管理】既存モデルハウスの通風・清掃、土地については除草・現地看板等の手配などを行います。

1日のスケジュール
9：00

入稿・メール確認

関係部署及びお客様からの
メール確認。ポータルサイト等
への入稿作業。

13：00

調整業務

住宅ローンについて調整・打

合せからの入金管理。顧客へ

の提案資料の作成及び発送。

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

やりがい

当社の注文住宅専門店「木ここち家ラボ」は、建築のプロ集団として日々木造住宅にこだわり、
「木ここちが
良い」は「木ここちが好い」となるよう日本風土に馴染む木造住宅を真剣に考えています。古の技術と新しい
技術の融合する空間は、古材という魅力、自然素材の実力を大いに引き出し、繊細なバランスの上に家族や
繋がり、ぬくもりを感じる素敵な日常をお手伝いします。そして私たちは、木を通して「時が経つほどに家族
の想いと価値の増す家づくり」を目指しています。

オカムラホームの注文住宅

11：00

関連部門と打合せ

営業状況、現場の進捗状況の
確認、情報共有を関連部門と
行い、今後のスケジュールなど
を決めていきます。

16：00 アポイント取り
面談アポイント取りのメール、
TELフォロー。

大変なところ

お客様の住まいに対する悩み・ライフスタイルに対する悩み
を共に考え、どのような提案を行ったら、お客様のご要望を
満たせるかを常に念頭に置き営業活動を行い、最終的にお客
様より、
「喜びの言葉」や「感動の言葉」「感謝の言葉」「お
褒めの言葉」を頂いた際には大きなやりがいを感じます。

やりがいと表裏一体ですが、お客様のご要望が１邸１邸違う
ので打合せ回数も多く、一人のお客様とのお付き合いは10
か月から長い方で1年スパンになります。それと同時並行で
新規のお客様への営業活動を行うのにバランスよくスケジ
ューリングしていくのは大変であり、やりがいも感じます。

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

地 域密着企業であることと八千 代市内でのネームバリュー
があると感じたから。オカムラホームの住宅はありきたりの
プランの住宅ではなく、コンセプトのしっかりしたプランの
住宅であり、他社との差別化が図れ営業を行う上では非常
に強力な武器であると感じたため。

良くも悪くも社内イベントや委員会 活動が多い会社だと思
います。業務の合間をぬっての活動は大変ですが、部署間の
垣根 を 超 えた社 内 交 流 が 図 れることは良い点 だと思いま
す。結果的には部署間連携が図れ業務効率も良いのではと
感じます。

新入社員さんに一言

お客様との
打ち合わせ
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プラン立案

設計
・
積算

施工

お引き渡し

チームワークを非常に大事にしている部署なので、おなじ目標に向かって一緒に頑張り、上辺だけでなく、心底お客様のお役
に立ちたいという気持ちで仕事の出来る仲間と一緒に働きたいですね。
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注文住宅部門 設計 ・ インテリアコーディネーターのお仕事 ―設計部―
主な業務内容

主な業務内容

【設計・現場確認・内外装コーディネート】
仕事の流れ

お客様と打合せ（設計・ＩＣ）⇒地鎮祭（設計・ＩＣ）⇒上棟式（設計）⇒ショールーム同行（ＩＣ）⇒見積取りまとめ（設計・ＩＣ）⇒会
議（設計・ＩＣ）⇒図面作成（設計）⇒打合せ準備（設計・ＩＣ）⇒申請業務（設計）⇒検査（設計）

1日のスケジュール
10：00

地鎮祭

お客様に鍬入れの儀式をして
もらい、土地のお清め、工事の
安全祈願をします。
最後に全員で記念の写真撮影
をします。

13：00

お客様と打合せ

間取りから内装外装の仕様決
めをします。お客様が納得をし
ていただくまで、何度も打合せ
を行います。

【施工管理全般（工程管理、安全管理、品質管理、予算管理）】
建築現場が円滑に進められるように各協力業者さんや各種職人さんとの工程を調整したり、安全に作業が進められるような現場づ
くりをします。
その他、建築現場での納まりや資材の品質や仕上がりの確認、決められた予算内での現場管理、各協力業者さんへの支払い管理な
どを行います。

1日のスケジュール

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

やりがい

9：00 メール確認

11：00

打合せ準備

お客様との打合せをスムーズ
に行えるよう、資料やサンプル
等の準備をします。

各協力業者さんとの前日まで
の質疑などの返信や、事前に
連絡しておく内容を確認しま
す。

13：00

15：00 ショールーム同行

営業、
またはコーディネーター
が同行し、当社標準仕様から
お客様にじっくり住宅設備を
決めていただきます。

大変なところ

仕上り部分の確認

造作部分の収まりの確認及び
指示出しや、次工程の作業へ
影響が無い様、資材内容を把
握し指示を出します。

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

やりがい

11：00

作業状況の確認

各現場へ巡回し図面に対して
正しい施工ができているか確
認、現場にて納まり変更の連絡
をします。

17：00

各現場の工程調整

各現場の工程を天候も含めて
考慮し調整を行う。検査等に
必要な現場写真の管理なども
行います。

大変なところ

ミスをするとお客様にご迷惑をおかけしてしまう、日々緊張
の仕事です。
特に設計は、専門職なので責任が重いです。
お客様の気持ちに寄り添い、心 地よい空間をカタチにする
ために日々勉強、日々邁進の毎日です。

注文住宅はお客様の想いを形にすることが主の仕事です。

天候や日程など限られた時間の中で現場を指揮するので豊

が詰まったモノをお客様へ届ける中で常に最前線で形になっ

者さんとの次工程の段取りを早めに行うので２〜３工程 先

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

家から近かった職場ですし、ＨＰで見たオカムラホームの家づ
くりに対しての熱い想いに感銘を受け、入社を決めました。
（イ
ンテリアコーディネーター）
注文住宅部門立ち上げのお話を頂き、とても興味深く、やって
みたいと思ったので入社しました。
（設計）

アットホームで風通しの良い、社員みんなに情熱がある職場
です。チームワークも抜群。社内・社外イベントもたくさんあ
り、楽しいです。また、子育て世代のママにも理解ある環境
が整っておりますので、女性の方も働きやすいと思います。

地域密着で地元を大切にし、お客様へ寄り添う業務スタイルに
共感したので、この会社で働いてみたいと思い選びました。

会社としてイベントなどを行うときのチームワークはすごい
と思います。
時には意見がぶつかりあう時もありますが全てはお客様の
ために行っていることなのでイベントの終わりにはみんなで
笑っていることが多いです。

注文住宅のお客様と過ごす時間は１年近くあります。お客様
と共に過ごす時間の中で、いろいろな思い出ができ、勝手で
すが家族の一員のような感覚になることがあります。そんな
お客様からお引き渡しの時、感謝やお褒めのお言葉を頂く
と、この仕事をやってきてよかったなとしみじみ思います。

何を行うにもまずはお客様目線での確認や作業を行い想い
ていく過程を感じることができます。

富な知識と素早い判断力が求められます。また、各協力業
のことを考えて行動しなければならないところです。

新入社員さんに一言

新入社員さんに一言

社員の自主性を尊重して、やりたいことを比較的やらせてくれる会社です。

新入社員さんは学生生活も終わり、新しい環境で不安がある中、覚えることも多く、失敗なども沢山あるかと思いますが、先

セミナーや研修制度も充実しているので、未経験の方でも安心して学べ、働ける環境は整っています。
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注文住宅部門 工事のお仕事 ―建設部―

輩方がいつでも相談にのってくれる環境があるので、前向きに仕事をしていって頂ければと思います。
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リノベーション部門 担当者のお仕事 ―建設第 1 部 リノベーション課―

リノベーション部門

主な業務内容

【リノベーションの営業・設計・積算・工事管理】
お客様へヒアリングを行いご要望を聞かせていただき、現地調査をさせて頂きます。その後、お見積りとプランのご提案。ご契約後
も実施設計から工事まで担当します。

1日のスケジュール
9：00

Before

after
Before

工事現場

現場にて大工と打合せ。工事
の進捗や設計意図の伝達、施
工方法、材料手配等について
相談、指示、打合せを行いま
す。

after
15：00

現地調査

見積りを作成する前に、物件
を実際に見させていただきま
す。図面を作成するために採
寸し、劣化具合を確認し、改修
が必要な箇所を判断します。

after

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

11：00

お客様と打合せ

ファーストプランのご提案。
パースや図面、その他プレゼ
ンシートを用いてお客様にプ
レゼンをします。

17：00

書類作成

図面作成や見積り作成、工程
表の作成、業者手配等、各物件
の進捗に合わせて作業を行い
ます。

Before
やりがい

大変なところ

様とは最初の打合せから引き渡しまでお付き合い出来ます。

なるため、様々な知識や技術、経験が求められます。営業・

営業から設計、工事管理まで一貫して担当できるので、お客

担当できる物件もマンション・戸建て住宅・古民家・店舗等
様々あり、色々な経験が出来ます。

リノベーションは物件ごとによって築年数や構造、仕様が異

設計・工事まで担当するため、業務の幅が広く、多種多様な
お客様への対応力が求められます。

リノベーション

当社の住宅再生専門店「ヴィンテージ木ここち」は住宅を、古着や楽器のように、時を経ても価値ある存在に
したいと考えています。住宅を壊さず、新しいアイデアを加えて甦らせる。古き良きものと調和する自然素材
で構成された心地よい空間。無垢材や漆喰は時間が経つにつれて変化し、味わいが増していきます。経年美
化する素材を仕上げ材に用いて、時を経て価値あるの暮らしをご提案しています。

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

地元だったこともありご縁を感じたから。地域密着の建設・不
動産会社というところに魅力を感じました。古民家再生など他
にはないようなことをやっていたから。

社内外含め様々なイベントが盛りだくさんの会社で、他部署
との交流もあり、和気あいあいとした雰囲気です。資格取得
の支援制度も充実し、成長をサポートしてくれます。女性も
多く活躍しています。

オカムラホームのリノベーション
新入社員さんに一言

お客様との
打ち合わせ
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プラン立案

設計
・
積算

施工

お引渡し

古いものをただきれいにすることがリノベーションではありません。
私たちは住宅を古着や楽器のような「時を経ても価値ある存在」にしたいと考えています。それには建築に関する幅広い知
識や経験と「思いを形にする引出し」が必要です。
建築が好きな方、建築だけでなく色々なことに興味がある方、物に愛着のある方のご応募お待ちしています。
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コンサルティング部門 営業のお仕事 ―営業第 1 部―

コンサルティング部門

主な業務内容

【買う】戸建用地・収益物件・中古物件などいろいろな不動産を買い取ります。
【売る】オカムラホームで所有している収益物件などの売却。または、遊休地など、お客様所有の収益を生まないものと交換、
買い替えなどの提案。
【活用】お客様の遊休地などを活用し、建設や買い替え、または、相続・税金対策などのコンサルティング業務。
【仲介】お客様の買いたい・売りたいなど、お客様のご要望に合わせてご紹介していきます。

before

1日のスケジュール
8：30

掃除

始業は９時からですが、毎朝
会社全体で、社内清掃や近隣
清掃などをやっています。

所有している土地に
アパートを建設。
賃貸経営をスタート。
after

13：00

外回り

業者訪問や新規訪問・既存の
お客様に訪問などを行いま
す。役所調査など、物件につい
ての調査を行ったりもします。

after
所有している土地にグ
ル ープホームを 建 設 。
新事業をスタート

before

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

9：30

営業ミーティング

各担当の進捗状況の報告や共
有をしています。他にも、勉強
会などを行い再確認の意味も
含め、基礎知識を学ぶ時間に
もなっています。

17：00

事務処理

その日の業務の進捗状況を確
認したり、調査資料をまとめた
りなどの事務処理を行います。

オカムラホームのコンサルティング

買う
オカムラホームがお客様
の不動産を“買う”。
「事業用地」
「戸建用地」
「収益不動産」「中古戸
建て」など、さまざまな不
動産を積極的に買い取り
しています。

売る
オカムラホームが所有す
る収益不動産をお客様に、
事業用の買換え特例など
を活用して“売る”。収益
性の低い土地と、収益性
の高い不動産との資産の
組換えなど、お客さまの
ご要望にスピーディーな
多対応をしています。

大変なところ

この仕事のやりがいは、案件の大小に関係なく、色々な形で
困っていたお客様に喜んで頂けた時が、やっていて良かったと
と思います。また、テナントやアパートが完成し、地図上に表
示されると嬉しくなります。営業部では幅広く不動産業務を取
り扱っているので、多くの事を勉強できます。

案件によっては、周りに住んでいる方々の環境を変えること
になったりするので、周りの意見を取り入れながらも自分た
ちのやりたい建物造りを進めていかなければいけないとこ
ろ。案件ごとにマニュアルが無く、臨機応変な対応が必要に
なるところ。

活用

仲介

オカムラホームでは遊休

オカムラホームグループ

地への建設、または資産

のネットワークを活用し、

の組換え、税金対策など、

ご要望に合った物件をご

お客さまの資産や状況に

紹介。不動産売却のご相

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

適したベストな“活用”を

談には、査定から売却～

提案しています。

お引き渡しまで迅速に対

八千代の高校に通っていて、その道のりでオカムラホームの看
板をよく見かけていたので地域密着でやっている会社なんだと
思っていました。大学の野球部の繋がりでオカムラホームを紹
介され、出身校のある八千代を中心に、地域の方々に役立つ事
をやっていきたいと思いオカムラホームを選びました。

オカムラホームではサッカー部をはじめ、いくつか部活動が
あり、仕事以外でも他部署の方々と交流を持てるところ。長
期連休が長いので、旅好きな方は海外旅行にも行きやすい
かも。

応しています。

お客さまに最適な土地活用、資産運用のために、オカムラホームはまずコンサルティングから始めます。遊休
地など有効活用について、売却や事業化、税金対策など、さまざまなケースに対応。その土地に最適な活か
し方を見出すために、お客さまのご要望やお悩みに耳を傾け、広い視野と総合力でさまざまな可能性を検証
し、
ベストな活用法をご提案しています。

15

やりがい

新入社員さんに一言
営業部の仕事は幅広いので、とてもやりがいのある部署だと思います。わからない事も多く出てくると思いますが、1つ1つ丁
寧に教えてくれる先輩たちがいるので、安心して働ける環境だと思います。私たちと、お客様に喜んで頂ける仕事を一緒にし
ていきましょう。
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仲介部門 営業のお仕事 ―営業部―

仲介部門

各部門の
プロフェッショナルと連携。
店舗

マンション

主な業務内容

【売買仲介】不動産の売却や購入など、お客様のご要望にお応えしています。

【不動産査定】土地・戸建・マンション・収益不動産など、さまざまな不動産の査定をしています。

【買取・再販】戸建てや区分マンションを買取り、リフォームやリノベーションなどで商品化して再販しています。
【地主訪問】空地や空家など所有者の方を調査して、不動産売却や有効活用の提案をしています。

1日のスケジュール
9：00

情報収集

新規に登録された物件を確
認し、物件情報を収集してい
ます。

アパート

戸建住宅

14：00 ご案内・訪問

お客様と一緒に物件の案内
や、不動産業者を訪問したりし
ています。

当社では、各部門と連携して、土地や物件の紹介はもちろん、買換え時の売却のご相談、
リフォーム・リノベ
ーションのご提案、不動産の有効活用のご提案なども行っています。
また、ご購入後の点検・修理などのアフターサービスにも対応しています。

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

分譲住宅

リノベーション

土地を探している
お客様への土地紹介。

買換え時のご自宅の
売却活動（買い取り）などを
お手伝いします。

リノベーション・リフォームに力を入れている
当社なら、リフォームを含めた提案で
幅広く物件をご紹介することが可能です。

ご契約頂く不動産の重要事項
説明を行い、不明点などを丁
寧にお答えします。

17：00

事務処理

査定書や契約書などの書類作
成や、事務処理をしています。

大変なところ

ていただいております。お客様の思いを感じ取り、ご期待に添

ないことやお客様のご要望に応えるために、自ら勉強し、知

不動産を売却するお客様は、さまざまな理由で当社に依頼し

ります。

注文住宅

契約業務

やりがい

えた時の達成感、感謝された時の嬉しさはやりがいに繋が

オカムラホームの仲介

10：00

不動産を総合的に学べる分、覚えることが多いです。分から
識を付けていかなければならないことです。

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

地域に密着して仕事をしていることや、本業だけではなく、大
工教室や野球教室など、各種イベントで地域貢献していること
です。

仲介業務だけではなく、注文建築や分譲住宅、リフォーム事
業や不動産コンサルティング、収益不動産まで、不動産・建
築を総合的に学び、成長できるところです。

仲 介

17

不動産コンサルティング

アフターサービス

情報を共有して所有不動産の有効活用の
ご提案や不動産売却の対応をしています。

中古物件をご購入され、何かしらの
不具合などが生じた場合でも当社なら安心です。
当社のスタッフが親切・丁寧に対応いたします。

新入社員さんに一言
不動産全般を学び、成長したいと考えている方には、その環境がオカムラホームにはあります。また、不動産仲介で必要な宅
地建物取引士の資格を取得するための環境もありますので、ぜひ、日々学び、一緒に頑張っていきましょう。
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リフォーム部門 担当者のお仕事 ―建設第 1 部 CS 課―

リフォーム部門

主な業務内容

【点検】分譲、注文住宅のお引き渡し後定期点検及び一般住宅の建物点検を実施します。
【修理対応】お客様からお問い合わせのあった修理依頼、ご相談事の対応をします。
【リフォーム】リフォーム工事の提案、受注、引き渡しまでの現場管理を行います。

【大規模修繕】集合住宅等の大規模修繕工事の提案、受注、現場管理を行います。

1日のスケジュール
after

9：00

お客様宅訪問

修理工事着手前のお客様挨
拶、協力業者と工事箇所、内容
の確認を行います。

before

水たまりのできやすかった
バルコニーを修繕。
13：00

工事完了確認

工事をしたお客様宅へ工事完
了の確認を行います。

サイディングを張り替えて
モダンな外観へ。

before

after

当社は、お客様からのご依頼に対して、ただ設備を新しくしたり、工事するだけではない、暮らしの事を考え
た提案型リフォームを行っております。今までの暮らしや家族の歴史を丁寧にヒアリングし、ご要望を叶える
以上のご提案を心がけ、
今以上に愛着のある、家族みんなが笑顔になれる住まいづくりをしています。

9：00
・
10：00
・
11：00
・
12：00
・
13：00
・
14：00
・
15：00
・
16：00
・
17：00
・
18：00

点検
当社でご購入されたお客様には、お引き渡しから、3か
月・1年・2年・5年・10年の計5回、無料点検サービスを
実施。点検だけでなく、劣化予防やふだんのお手入れ
方法のアドバイスなど、資産価値を保つためのサポート。
当社以外の物件に対しても建物点検を実施。

相談

対応

メン テ ナ ン スや リ
フォームの他、暮らし
方の変化による不便
さやちょっとした不具
合など、住まいに関す
るご相談の対応。

万一の不具合には
迅 速に対応 。状 況
に応じた的確なアド
バイスと、メンテナ
ンスをご提案。

定期点検

当社分譲地ご購入のお客様の
1年点検を実施。
1年間、お住まいになられた感
想なども聞きます。

17：00

事務処理

帰社後、点検結果、修理工事結
果等の工事情報をデータ保存
していき、今後の物件管理に
役立てていきます。

やりがい

大変なところ

署です。当社物件をご購入のお客様と町で出会い、笑顔でご

配事は真摯に受け止め、必要ならば丁寧に謝罪し、原因を

お引き渡し後からが本当のお付き合い！が一番実感できる部

挨拶しております。点検、修理を通じて安心してお住まいにな
られている様子を常に実感できます。

オカムラホームのリフォーム

11：00

時には、お引き渡し後に不具合事象が起きてしまいます。心

追究し、お客様に分かりやすく原因と対 策を理 解されるま
でご説明しなければならない時があります。

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

地域に貢献していることです。お引き渡し後のお客様とも『大
工教室』や千葉ロッテマリーンズ『マッチデー』をはじめ色々な
イベントで出会え、地域交流の話に花を咲かせやすいのが嬉し
いです。

オカムラホームは『住宅』を単純に金額やデザインの豪華さ
では作っていません。その人にとって、大切な暮らしができ
るオンリーワンな『住宅』を作り続けていることが最大の魅
力です。

新入社員さんに一言
リフォームを担当しているCS課は、現場を仕上げる高い技術力や高い知識といった専門を売りにする部署ではありません。
お客様との日常の会話から時には必要な物の提案、時にはお困り事を解決していく部署です。相手の想いをくみ取り、お客
様の生活に寄り添える『人間力』をぜひ当部署で体得してください。
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経営企画部

開発部
主な業務内容
【宅地造成物件の管理】土地の仕入れ案件に必要な金額出しや、仕入れ後に対しての
宅地計画・設計・造成工事の施工管理を行います。

販売促進課
主な業務内容

【販促物のデザイン・制作】各部署等で使用する販促物の

【大型建築物件の施工管理】戸建住宅以外の建築物件

制作。まずは、どんな物を作りたいのかなど打合せをし、

（集合住宅・店舗・事務所）の施工管理業務を行います。

そこからデザインをおこし、確認・修正の後、印刷会社に

【子会社株式会社オカムラテックの管理業務】100％出資の
子会社である、基礎工事業者の工務管理を行います。

になって、業務を手掛けて行くことで信頼を築きながら、完成

宅地造りや、近隣住民にクレームを出さない施工計画を行

今まで培ってきた経験と知識を活かし、協力業社さんと一体

した物件が地図上やメディアに掲載されると、自分の仕事に
誇りが持てます。

今まで畑や森林だった箇所を切り開いて、環 境に調和した

【季刊誌を年間４回発行】取材、編集、校正を行い、八千代

市内及び船橋市習志野市の一部に合計約20万部、オカム
ラホーム友の会の会員さん約4000人に配布します。

【友の会の管理】イベント等に伴う新規入会や住所変更・

POPを制作します。

【イベント開催】様々な年齢層の方が来て楽しめるようなイ

作会社に依頼したり、新規Webページ制作時の構成やデ

【ラジオCMの制作】各部署の営業活動をを１５秒・２０秒

【Webページの制作・管理】Webページの修正や更新を制

大変なところ

主な業務内容

入稿します。

【イベント時のPOPの制作】社内イベントなどに使用する

やりがい

広報課

主な業務内容・イメージ
ザイン等のチェックを行います。

【Webのアクセス解析】コンサル会社の方やWeb制作会社
の方と協力してアクセス解析や改善施策を行います。

退会等の入力業務、協賛店の管理を行います。

ベントの開催を考えて、準備を行い実施します。

主な業務内容・イメージ
のCMの中に盛りこみ、
オカムラホームの事業を印象付け
るような放送を行い販促につなげます。

い、その後に住む人や利用する人の気持ちになって施工管理
を遂行することです。

オカムラホームを選んだ理由

オカムラホームのいいところ

地域密着型でアットホームなところ。地主の方々とも信頼関係
が有り、地域の評判も高く、とくにオカムラホームの家を購入し
た方の満足度も高く、勤務することを勧められました。

自分のスキルを引き出して、建築や工事以外の事でも色々な
事にチャレンジさせてもらえます。もし新たなことに資格が
必要となれば、会社が習得に必要な資金を出してくれます。

新入社員さんに一言
新入社員さんに一言
開発部は経験や知識や技術、また資格を必要とする部署です。まずは現場の最前線で技術や知識を取得していただいて、あ

る程度の事を学び資格を習得することが出来、協力業者さんたちとの信頼関係が築けたら、そのスキルをいずれ開発部にて
生かしていただけることを心より応援しております。

総務第 1 部
主な業務内容

総務業務として、まず大きくは受付、来客、電話対応が主な業務となります。

その他備品管理、新入社員の初期導入研修、福利厚生などのチケット管理、携帯、車両管理、健康診断、救命講習などの手配、
お中元・お歳暮などの発注・管理を行っています。また、経理業務としては、全支店の売り上げ管理を含め、振込、小口精算、請
求関連、などの支払い管理を行っています。
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新入社員さんに一言

他部署の方と携わる部署なので、会議や打合せ、社内イベ

若い頃だからこそ学べる事がたくさんあると思います。色々

ションをとってもらいたいです。新しい知識やアイデアは大

います。まずは、行動を起こす事が大切です。そして、チャレ

ントに積極的に参加していただき、色々な方とコミュニケー
歓迎なので、自分の感じたことや思ったことなどは、どんど
ん発信してもらい、仕事を楽しんでもらえればと思います。

な事にチャレンジして自分の可能性を見出してほしいと思

ンジした事は、無駄ではなく人生の中で必ず役に立つと思
います。フレッシュな心で頑張ってください！

総務第 2 部
主な業務内容

【契約書・重要事項説明書作成・引渡準備・各種登記手配・金融機関折衝・電話・来客応対】

売却が決まったら契約書と重要事項説明書の作成を行います。また、お客様へ住戸の引渡日が確定したら登記の手配や引渡書
類の準備等を行います。仕入れ案件に関しては融資取付を行います。

新入社員さんに一言

新入社員さんに一言

まずは、積極的にいろいろなことに携わること。電話ひとつにしても出てみないことには、対応の一つとってもわからないし、慣
れません。同じことを繰り返し繰り返しでも構いませんので、わかるまで聞いてください。最初に理解しておかないと、後々苦労
することになります。何でも最初が肝心です。聞くことは、恥ではありません。周りがサポートしますので、恥じることなく聞いて
みてください。

お客様の初期対応から書類の作成・管理、各役所・司法書士・金融機関への手配等、仕事は多岐にわたります。はじめは色々な
ことを手広くやっているので戸惑うかもしれませんが、少しずつ慣れていってくれればと思います。
一緒にお仕事できることを楽しみにしています。
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マルシェ＆設計コンペ

地域イベント&部活動

木工や革小物、編物、洋服、布小物など
オカムラホームでは千葉県内を中心に、友
の会の運営とともにさまざまなイベントを
開催。
地域のさらなる発展を願い、人々とのふれ

の手作り作品が大集合！有名ショップや
プロの作家さんのお店に加え、カフェ、

のこぎりやトンカチを使って、椅子や踏み

毎年4月29日（祝）に八千代中央駅周辺で開催される

台、ボックスなど、身近な家具づくりに親

「八千代ゆりのき台つつじ祭り」に、オカムラホーム

子でチャレンジ。社員総出で作る昼食の

も参加。大工教室やゲーム、各種スポンサーの催しな

カレーやバーベキューも好評です。

どを開催します。

焼き菓子店、パン屋さんなどが県内外か
ら多数出店します。

あいの輪を広げています。

木ここちマルシェ
ヴィンテージ木ここちスタ

自然素材をふんだんに使っ

ジオで開催。手作りの小物

た住まいのショールーム

作家さんによる親子で楽し

「木ここち家ラボ」では不

めるワークショップなどを

定期開催のイベントの他に

開催しています。

マルシェを開催。さまざま
な作家さんによるワークシ
ョップも人気です。
西船橋名産、船橋ブランドの小松菜料理を食
べ歩く、地域活性イベント「こまつなう」に
オカムラホームも協賛しています。

普段、設計に携わらない社員も挑戦！
社内交流を大切にするオカムラホームでは、さまざまな社内イベントを開催。

部活動

社員食堂

中でも設計コンペでは、普段設計に携わることのない部署の社員もみんなでチームを組んで、
独創性あふれるプランづくりを楽しんでいます。

サッカー部
部員数１６名 幽霊多数（笑）
毎月１～２回、人工芝グラウンドで練習を
行い、八千代市社会人リーグにも参加。
結果は･･･。
練習・試合とも部員の友人も参加し、
面白楽しく活動しています。

ボルダリング部
部員数11名

オカムラの社員食堂のごはんは、栄養はも

（全員集まったことございません！）

ちろんボリュームも満点！まさに社員の元気

月1開催 八千代・印西をホームに鍛練中
東京オリンピック出場を目標に、部員同士

し、全国のビルダーさんや来場者の人気投

切磋琢磨しながら練習を行っております。

で、あったかいごはんが食べられます。

ボルダリング部に入れば僕のように

社員食堂は希望制ですが、買うより節約に

マッチョになれます！

もなるので、おススメですよ！

票を実施。票を多く獲得したチームには、
なんと賞金も！！
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の源です！毎日、食堂で手作りしているの

各チームで作り上げたプランは実際に建設
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