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「ママのほほえみ」 原曲『ここにいる』より作詞・作曲
1. いつだって『ここにいる』って
声が聞こえてくるからさ
いつだってここにいれば
ママの笑顔が見つかるさ
子どもたちが小さかった頃から
この家（うち）には
こんなにも大きな宝箱がある
朝になれば『おーはよー！』って
ママの声が届くよね
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2. いつだって『ここにいれば』
ママの笑顔がやさしくて
いつだってここにいると
ママの夢がふくらんで
いつだってここにあるよ
ママの大切な宝箱

ごあいさつ

重松建設株式会社
代表取締役社長

重松

宗孝

住まいの安心・安全を心から支援し、幸せが住む家づくりを続けて、2019 年、重松
建設株式会社は創業 65 周年を迎え、新たな歴史の歩みをすすめています。
創業者 重松務が戦後大工修業を経て 21 歳で独立、焼け野原となった今治で、自分の
腕だけをたよりに仕事に邁進し、実績を積み、信頼を得て、今日の基礎を築き上げました。
住宅、事務所、病院等の建設など幅広い仕事で評価を得て、造船所の鉄工団地の建設、
官公庁の仕事の受注、また、ナショナル住宅代理店として四国一位の実績を上げるなど、
順風満帆に歩んで来たように思われますが、時代とともに幾多の荒波が襲ったことは想
像に難くありません。
その後、不動産部門の愛媛不動産情報株式会社、リフォーム部門のミスタービルド愛
媛を設立し、住宅・建設・不動産のトータルプランナーとして歩んでまいりました。
私は 24 歳で入社して、父の背中を必死で追いながら精進してまいりました。私は創
業者が築いた土台の上に、お客様の暮らしに貢献し、信頼を得て、重松建設ファンをい
かに増やすことができるかを指針に行動してまいりました。その取り組みの一端が評価
され、2013 年に女性社員が活躍する企業として、経済産業省から建築業界では唯一、
四国初となる「ダイバーシティ経営企業 100 選」に選ばれました。
3 代目昌孝の入社で、さらなる重松建設ファンを増やす体制が整いました。社員と一
丸となってファンの開拓に全力で努めてまいります。
2017 年 5 月１日、愛媛不動産情報株式会社を合併、建築分野と不動産分野でビジネ
スを展開してきた両社の経営資産の融合により「住生活総合サービス業」
「地域密着、次
世代までの生涯顧客化」を目指してまいります。
これからも地域に愛される企業として、みんなで力を合わせて、70 周年、80 周年、
100 周年に向けてがんばってまいります。
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Interview
創業者

Tsutomu Shigematsu

重松務

ただがむしゃらに働いた。
苦労なんて思う暇もなかったね。
ぶ訓練をした。その訓練が終わると、
爆弾を抱えて空母に突っ込む特攻隊に
なる。半年航空隊にいたが、厳しく鍛
えられて精神力が養われた。そのまま
特攻隊に行くことになっていたが、終
戦となった。

朝早くから陽が落ちるまで一所懸
命に働いた
終戦後、兄弟が集まって「務、これ
から何するぞ」という話になった。昔
から歌は好きだし自信もあった。今も
カラオケで歌っているが、歌手は無理

昭

創業者23歳の時に大西肛門病院本館新築工事
を請け負う 1954（昭和29）年

だろうと（笑）
。それで手先が器用で工
和 6 年（1931）6 月 21 日、 作が得意だったこともあり、今治は空
襲で焼け野原になっていたので、兄弟
吉海町の泊（とまり）で生ま

れた。11 人兄弟の末っ子。長男とは親

で「大工になって家を建てるのがいい

子程の年の差があった。父親は私が小

だろう」という話になった。当時、岩

学校 2 年生の時に亡くなった。母が女

城村に棟梁が 3 人いた。その中で林武

手一つで育ててくれた。貧乏だったか

夫さんが一番厳しいと言われていた。

ら苦労したと思う。おふくろは賢かっ

みんなが「厳しい方が修業になるだろ

た。兄弟で今生きているのは私と姉が

う」と言うので、林さんに弟子入りす

一人いるだけ。

ることにした。兄弟子が 3 人いた。住

親父は事業が好きで芝居の興行を請
け負ったり、旅館もやっていた。ずい

今治鍛造株式会社様からの感謝状
1970（昭和45）年

落ちるまで一所懸命に働いた。

ぶん羽振りがよかったらしいが、ある

師匠は厳しいし修業が辛くて、おふ

興行で失敗して広島へ夜逃げした。そ

くろに何度か帰りたいと言ったことが

の後、何かの縁で今治に住むようにな

ある。普通の親だったら「帰って来い」

り、美須賀尋常高等小学校に入学した。

と言うと思うが、おふくろは「辛抱し

小学校では級長もやったが、上の越智

なさい」と言って絶対に帰らさなかっ

中学校や今治中学校には貧乏なので行

た。厳しい 3 年半の修業が明けた。そ

けなかった。

の後、半年の御礼奉公をした。18 歳で

大東亜戦争が激しくなり、岩城村へ

師匠からもらった大工道具一つと現金

疎開した。姉の婿の前田さん（現民宿

1,000 円（現在の 10 万円位）を持っ

よし正）が岩城で村会議長をしていた

て今治に出て来た。昭和建設などの下

ので、そこにお世話になることになっ

請けをしながら 21 歳で独立した。

た。終戦間近、岩城島から空襲で今治

越智会計事務所様からの感謝状
1982（昭和57）年

み込みで給料はなし。朝早くから陽が

当時、棟梁の山田さんの仕事を手伝っ

へ焼夷弾がどんどん落ちるのを見た。

ていた時に「現場でノミやカンナを研

まるで花火のようだった。

いだらいかん。前の日にちゃんと研い

その頃今治へ憲兵隊が来て「重松さ

でおけ」と教えられた。屋根の施工で

ん、航空隊に入らないか」と言う。そ

他の大工がやってうまくいかなったの

れで松山の見奈良の滑空訓練所へ行く

を「私にやらせてくれ」と言ってやっ

ことになった。そこでグライダーで飛

たら、ピタッと納まった。その後、建
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商売するのは、片手にソロバン、片手に論語、道徳だね。
それを頭に置いてやると間違いがない。
前となり三味線を呼んでドンチャン騒

違いない。見積りを取ってもらいなさ

ひとつつくれ」と言う。それで昭和 48

ぎをしていたら、棟梁が「重松、ちょっ

い」と言われたという。それで昭和 37

年（1973）に 1,000 万円ずつ出し合っ

と来い。お前、わしの脇棟梁でやって

年（1962）に請け負って建てた。その

て、愛媛ナショナル住宅を設立した。

くれんか？」と言う。月末になるとい

年に初めての公共工事となる農林省愛

その後、昭和 60 年（1985）に協業を

つも 250 円の給金が 350 円も入って

媛統計調査事務所今治出張所の新築工

解消して、愛媛不動産情報をつくった。

いた。「こんなお金、ようもらわん」と

事もやらせてもらった。

商売するのは、片手にソロバン、片

言って返そうとするが受取らない。と

ある工事の下請けをしたら中豫運送

手に論語、道徳だね。それを頭に置い

にかく仕事は早いし腕はいいので、大

（現四国名鉄運輸）の宮脇社長が仕事を

てやると間違いがない。ソロバンは損

工仲間で今治中の評判となった。夜、

ほめてくれた。
「仕事を出すから重松さ

得。しかし金儲けに走って金の亡者に

家に帰ると棟梁達が連日のように「う

んが元請けでやってくれ」と言う。そ

なってはいけない。道徳、哲学も勉強

ちに来てくれ」と勧誘に来ていた。

れが縁で中豫運送の今治営業所や西条

しなければいけない。建築屋の社長だっ

ある八百屋の建設の下請けをしてい

営業所、今治トラックターミナルなど

たら高校・大学と建築科を出ている人

たら、
大西肛門病院（現おおにし肛門科）

の仕事をさせてもらうようになった。

が多い。大学の工学部に入ったら家を

の奥さんが来て「うちのじいちゃん（大

昭和 45 年（1970）、来島どっく（現

西五郎兵衛氏）があんたを呼んで来い

新来島どっく）の坪内さんの番頭の上

経営ができない人が多い。大学では金

と言っている。病院を建てるのだが真

田さんから「うちの仕事をやってくれ」

儲けは教えてくれない。家を真っすぐ

面目な人に頼みたい」と言う。行った

と電話がかかって来た。大西町の鉄工

に建てても赤字を出したら倒れるわね

ら「病院を建ててくれ」と言われ請け

団地の建設依頼だった。全部、請け負っ

負うことになった。23 歳だった。腕に

た。鉄骨の建物の天井に移動式クレー

一番の目標は税金を多く払うこと

は自信があったが、小学校しか出てい

ンを取り付けたら評判になった。そし

当時、10 ヶ年計画表を作って経営に

ないので見積りができない。知り合い

たら今治市や県から「入札があるから

当たっていた。個人と会社と重松家、

に手伝ってもらった。

指名願いを出してくれ」と言う。それ

それぞれの目標と方針、それに対する

仕事がどんどん入って来た。空襲で

から学校などの公共工事を多く請け負

対策を立てて仕事をやっていた。大体

焼けた後だったのでいくらでも仕事は

うようになった。近見小学校の近くに

思った通りに行ったね。私の一番の目

あった。昼は大工、
夜は見積りをやった。

ある 5 階建ての県営住宅 3 棟のうち 2

標は税金を多く払うこと。みんな節税、

計算は得意だった。わからないことは

棟を当社が建てた。5 階建ての鯉池住

節税と言ってなるべく税金を払わない

設計事務所に聞きに行ったりして勉強

宅もやらせてもらった。今治市の保育

ようにするが、税金をしっかり払う。

した。

園は波止浜から常盤まで、ほとんど当

それが世のため人のためにもなるとい

質屋さんの仕事を請けた時に「あん

社で建てさせてもらった。その頃は現

うのが私の考え。最初からそれを目標

たに仕事を頼んで、手付金を渡して、

場ではなく経営に専念していた。本を

にがんばった。松下幸之助さんも同じ

夜逃げされたら困るだろ。事業をしよ

読んだり、話を聞きに行ったり、猛勉

考えだった。その社会還元の考えが会

うと思ったら、持ち家を持たないとい

強していたね。

社を大きくしたと思っている。

造る勉強はするし、いい家を建てるが、

（笑）。

かん」と忠告された。また、
「金を借り

松下幸之助さんと縁があってナショ

たら期日の 2 日前に『ありがとうござ

ナル住宅の代理店をやることになっ

棟梁の林さんや大西院長、質屋の親父

いました』と現金を持って行け。借り

た。住宅をやりたいので、高松に住宅

さんや中豫運送の宮脇社長、松下幸之

たお金はどんなことをしても工面して、

代理店を見に行ったら、ナショナル住

助さんなど挙げたらキリがないくらい。

現金で持って行き、
『もう一辺このお金

宅が一番契約内容が厳しかった。厳し

運もよかった。特攻に行く前に終戦と

を貸してください』と言え。信用して

いということは、仕事があるというこ

なり、焼け野原の今治で独立し、仕事

貸してくれるから」と言われた。信用

と。それが決め手となって、昭和 29

もたくさんあった。高度経済成長の波

の大切さを教えてもらった。

年（1954）、四国で第一号の代理店と

にも乗ることができた。当時はそんな

本当かどうかはわからないが、越智

なった。営業を専属で雇って住宅を販

ことは思いもせずに、ただがむしゃら

会計事務所の人が市役所に出向いて

売した。当時はよく売れたね。四国で

に働いた。苦労なんて思う暇もなかっ

「事務所を建てたいがどこがよかろう

当社がトップになった。そしたら、松

たね。（2014 年 2 月取材）

か？」と聞くと「重松さんだったら間

下さんが「お金を出すから会社をもう

（2018 年 8 月 31 日永眠）
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それと、いい出会いに恵まれたね。

Discussion

重松宗孝社長＆リケジョトーク

60周年から100周年へ
親しみある会社、ファーストコール・カンパニーを目指して
ることになりました。
（檜垣）U ターン学生を募集しよう
と関西の大学の就活サイトに出した
ら、I ターンになったんです。
（越智香織

以下越智）U ターンで

地元で就職を探そうとたまたま（笑）
会社説明会に行ったら専務と檜垣さ
んがいて「明日、見学会があるから
来てみない？」と言われて行ったの
がきっかけです。4 月の後半でした。
（檜垣）そのまま体験入社して、一
週間位経って「働いてみてどう？」っ
て聞いたら「入ります」って（笑）。
（越智）誕生日の 5 月 2 日に入社し
体験入社に行ったら面白そうだった
60 周年を迎えて、これからの
重松建設グループを牽引するリケ
ので入社しました（笑）
ジョ（理系女子）と重松社長に、 （司会）建設業界では珍しい女子力
ダイバーシティ経営企業として、
を活かしている企業として、全国的
仕事への取り組みや今後のビジョ
にも注目されていますが？
ンを語っていただきました。
（重松社長

以下社長）たまたまで

他社に勤めてまして、ずっと働いて
いくのは無理な社内体制で悩んでい
た時に声をかけてもらい「ここだと
ずっと勤められるな」と思って転職

か応募がなかったんです（笑）。そ

女性の視点から「女ゴコロ♥のわか

れと家づくりにおいて、女性の視点

る家」が生まれました

（檜垣久美子

以下檜垣）入社して

（司会）リケジョと言われますが、
皆さん理系なんですか？
（檜垣）純粋な理系は私だけです。

9 年になります。最近までは地産地

（社長）僕も理系よ。

消で今治の人が就職していたのに田

（檜垣）女子じゃないし（笑）。

渕さんからおかしくなって逆輸入！

（竹村）完成見学会などのイベント

（竹村有加

以下竹村）出身は高知

です。大学が松山大学だったので、

が好きです。初めてのお客様にも会
えるので楽しいです。

愛媛で就職を探していました。たま

（田渕）最近うれしかったのは、自

たま友達と行った会社説明会で、社

分が作った資料がお客様にほめられ

長と檜垣さんがいて、面白そうだっ

たことです。

たので（笑）、体験入社に行ったら

（社長）今、家を購入される時の決

面白そうだったので入社しました

定権の 6 割以上を女性が握っている

（笑）。
（田渕英玲奈

久美子

以下向山）松山の同業

しました。

入れるようになりました。

檜垣

（向山菜月

す（笑）。現在女性は 8 名。女性し

がとても重要だと感じて採用に力を

重松社長

ました。

と言われています。彼女達は女性目
以下田渕）たまたま

線でお客様に色々提案したり細やか

（笑）、紹介されまして、大きな就活

な対応ができるので、実績にもつな

サイトに投稿していたらお電話をい

がっています。そんな中から女性の

ただき、今治に面談に行きました。

動線を考えて設計した「女ゴコロ♥

もともと建築志望だったので入社す

のわかる家」が生まれました。奥様
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女性が増えて会社が明るくなりました。
ダイバーシティ経営企業にも選ばれて、メディアの取材がたくさんありました。
（社長）
が気分よく料理ができるよう、キッ
チンが吹き抜けになっていたり、マ
マ専用の小部屋があったり、収納も

（竹村）男性にはやさしくしてもらっ
ています。
（向山）お客様にも安心してもらえ

たっぷりあります。彼女たちの提案

ていると思います。

から生まれた家です。

職人さん達に気持ちよく働いてもら

（檜垣）やることが尽きない位、忙

いたい

しくさせてもらってます。営業を

（司会）檜垣さんと田渕さんは現場

やっていたのですが、現場監督を担

監督もされていますが、男性社会

当し始めた頃は段取りの仕方もわか

じゃないですか？

らないので、職人さんによく怒られ
ましたね。

（田渕）そう思います（笑）。心が強
（檜垣）営業から現場も担当するこ

なりました。ダイバーシティ経営企

とになって、初めて作業着で現場に

業に建設業界で唯一選ばれて、昨年

行った時は「どしたん？」と言われ

はテレビや新聞などメディアの取材

ました（笑）。今は現場監督として

がたくさんありました。

職人さんを見ているので、職人さん

32・33 参照）
。先日、完成見学会で

もわかってくれていて、頭ごなしに
言われることもないですね。

ご案内したのが女性で、来られたお

（社長）自然とそういう職人さんが

客様が色々な会社を見に行って、男

集まるようになりますね。それと現

性の営業さんにガツガツ営業された

場が明るくきれいになります。彼女

印象があったみたいで「女性のいる

達は現場に行くとまず掃除をするの

会社って安心する」と言われました。

で、職人さんにも受けがいいみたい

そのまま間取りの話になってイメー

です。

ジ通りというお声をいただいてうれ
しかったですね。
（社長）社長としては、いつも言っ

ことで作業もはかどります。

やってもらいたい。女性はガツガツ

か厳しくなっているので、昔ながら

の営業は難しいんですかね。女性を

の荒い業者さんは淘汰されますね。

捨てることになるから（笑）。ガッ

現場はすべて禁煙です。

女性と男性一人ずつがペアになって
仕事をする「男女ペア制度」を導入
しました。女性だけだと職人さんに
遠慮してしまったりするところや、
男性だったらお客様、特に女性の要

英玲奈

いてもらいたいですし、掃除をする
（檜垣）現場でも礼儀とかマナーと

営業でもいいと思います。それで、

田渕

（田渕）職人さん達に気持ちよく働

ているんですが、ガッツリ営業を

ツリではなく女性らしいしなやかな

香織

くなりました。

（社長）女性が増えて会社が明るく

（檜垣）結構出ましたね（P.29・30、

越智

（社長）今、禁煙は珍しくないですが、

竹村

有加

向山

菜月

取り入れたのは早かったですね。
（檜垣）社長がタバコをやめてから
でしょ（笑）。
（社長）37 歳でやめました。取り入
れてから 15 年余りになるかな。
（檜垣）最初の頃は現場に喫煙コー

望に応えきれないところがあったり

ナーがありましたが、今は全面禁煙。

するものですから。営業も現場もペ

最先端だったような気がします。現

アで行います。

場をやらせてもらってよかったです

（越智）男の人がそばにいると安心

ね。営業からトータルに家づくり関

感がありますし、知識も付きます。

われるので、引渡し後もお客様と長
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世界がガラっと違っちゃたんですよね。
今までは90度も開いていなかった世界が、360度開いた感じ。
（檜垣）
くおつき合いができますし、自分の

ていてそう思います。

るんですね。研修はなるべく行かせ

色々なことを経験させるから、い

るようにしています。セミナーの

（社長）彼女達は工事の進捗状況を

らないことの勉強もすることになり

キャッチコピーにやられてしまうこ

毎日写真に撮って、お客様に送って

ます。たとえばショールームとかダ

ともありますが（笑）。

います。きめ細やかな対応がお客様

イバーシティとか、イノスミーティ

の信頼にもつながっています。檜垣

ングとか、大阪に研修に行ってもら

は当社の大黒柱的存在です。

うとか、他の会社だったらやらせな

（越智）この前、大阪に二人で行か

いようなことをさせる。そういった

せてもらいました。勉強になったの

に大黒柱はありません（笑）。

意味では、仕事に集中できない部分、

と、関西からの参加者が多く、グルー

営業もできるし、図面も描けるし、

迷惑をかけているのかなと思いま

プディスカッションで意欲のある人

現場もクレーム処理もできる

す。

が多いなと感じました。

スキルアップにもつながります。

（檜垣）古〜！（笑）
。いまどきの家

（檜垣）あるある！キャッチコピー
にだまされる（笑）。

（社長）戦後の日本の工業は分業化

（檜垣）前の会社から重松建設に変

（向山）社外の年上の人と話すこと

を進めていきました。分業すると効

わって比べてみたら、自分の生活が

ができて、仕事に対する姿勢など参

率が上がると。それで高度経済成長

一番変わりました。以前は営業のみ。

考になることが多いですね。

期には作れば売れたんですね。早く

地元の建売屋さんだから世界が狭く

作ってたくさん売った。でも分業化

て、今治から出ることもありません

は働く意欲を奪うというのが僕の持

でした。重松建設に入ってみて、世

（田渕）入社して間もない頃に、住

論です。なるべく一人で全部の工程

界がガラっと違っちゃたんですよ

友林業さんのイノスグループの総会

をやってほしい。それにはリケジョ

ね。全然違います。今までは 90 度

に連れて行ってもらって、全国から

がいないとできないので、必然的に

も開いていなかった世界が、360 度

会員さんが来ているところで重松建

リケジョが出てきたのは確かです。

開いた感じ。いきなり大阪や東京に

設が表彰されて・・・。

初めから終わりまでやるとなると、

研修に行ったりとか、大手メーカー

力がない若いうちは重荷になってう

さんと対等に話せたりとか、私自身

まくいかない。営業なら営業専属、

はやりがいを見い出すことができま

設計なら設計だけでやるほうがその

した。

部門で伸びるのは早いと思います。

（社長）会社の年上の人とは話さな
いの？（笑）。

（檜垣）イノス会員の中で全国 1 位
だった。
（社長）たまたまです（笑）。1 位の
時だけ連れて行く（笑）。

この子達は最初から重松建設だか

（司会）皆さん資格は？

その成長を遅くしているのかなとい

ら比べようがないので、当たり前の

（田渕）木造建築物の組立て等作業

う危惧は、僕自身はある。申し訳な

ように感じていると思いますが、中

主任者と福祉住環境コーディネー

いなと思っています。

小企業だけど、ダイバーシティ経営

ター 2 級です。

大手に勤めて営業だけやっている

企業とかリケジョ企業とか言われる

（檜垣）田渕さんと同じ木造建築物

女の子、設計だけやっている女の子

ような、全国区の会社なんだなとわ

の組立て等作業主任者と 2 級建築士

よりは、一つひとつの分野の伸びは

かってほしいと思います。

と宅地建物取引主任者です。

負けているのかなと思います。しか

無駄が地層のように蓄積されて、い

しその人達は、それ以外は何もでき

つか急に力がついて伸びる

ないんですね。設計はできても営業
や現場や経営はできない。勤続 3 年

（司会）皆さん、研修に行かれるん

（向山）宅地建物取引主任者です。
後はインテリアコーディネーターを
取りたいですね。
（越智）私もインテリアコーディネー

ですか？

で仕事を任せられたら、当社の社員

（社長）ほとんど無駄な研修です

ターを取りたいです。お客様に薦め

の方ができると思います。営業もで

（笑）。無駄というのは 5 回、10 回

る時に説得力があるし、自分にも自

きるし、図面も描けるし、現場もク

と行かないと良い研修には当たら

レーム処理もできる。僕はそう思っ

ないから。数行かないと自分に合

（竹村）宅地建物取引主任者とファ

てやっていますが、本人達はしんど

うのに当たらないから無駄なことが

イナンシャルプランナー 3 級です。

いのではないか、ちょっと伸び悩ん

多い。その無駄が地層のように蓄積

（檜垣）竹村さんは資格の勉強が趣

でいるなと思うこともあります。見

されて、いつか急に力がついて伸び

味なのよね。宅建（宅地建物取引主
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信がつくので。

息子にバトンタッチして、息子がこの人たちと一緒に
100 周年を迎えられれば、それが一番の幸せです。
（社長）
任者）を独学で取得したよね。学校

スタービルドの 3 つの部門がスクラ

に行っても取れないパターンが多い

ンブル交差点のようになっていて、

のに。

どこへも渡っていける体制を目指し

（竹村）学校に行くお金がもったい

ています。社員にはチャンスがある

ない。

限り色々な部署を経験させてあげた

ナンバーワン＆オールインワン企業

いなと思っています。

（社長）朝礼は会長の時からやって

今治の工務店では社員数が一番多

いるから 30 年以上になります。昔

い方ではないかな。それだけ雇用を

の朝礼は会長が延々と 1 時間くらい

創っているので、今後は社員を中心

話してましたね。

に、住宅部門で今治でナンバーワン

（檜垣）昔は女の人が一人二人、貧

の企業になりたいですね。それと

血で倒れていたって聞きました

オールインワン、住宅建設、不動産

（笑）
。

のことなら当社に来ていただければ

（社長）活力朝礼は倫理法人会に入っ

すべて対応できますよという会社、

た時からです。朝礼も何のために

そして住宅建設、不動産のことで相

やっているか言わないと理由がわか

談したいと思った時に、一番最初

らなくなりますね。例を挙げると「名

に電話したくなる親しみある会社、

刺に印鑑を押してください。自分を

ファーストコール・カンパニーにな

認めてくださいというのと、相手に

ることが目標です。

対する想いを込めて認め印を押して

いつ辞めてもいいけど、いつまでも

ください」と始めました。名刺交換

勤めたい会社

した時に「なんで印鑑を押している

（社長）今年、60 周年を迎えるに当

のですか？」と聞かれたら、「私を

たり、女性が安心して働ける会社と

認めてほしい」と営業トークのひと

して『ホワイト企業』という本にも

つにもなるからと。それが形骸化し

取り上げていただきました。創業

て、この前「社長、印鑑を押したも

60 周年記念式典に父・私・息子と

のを印刷してくれませんか？」と言

3 代が無事揃うことができたのは、

われました（笑）。押す行為が大事

大変幸せなことだと思います。今後

なのに誰も説明しないから、形だけ

は息子にバトンタッチして、息子が

が伝わって、何のためにやるかが伝

この人たちと一緒に 100 周年を迎

わっていない。

えられれば、それが一番の幸せです。

（檜垣）私は始まりを社長から聞い
ているのでわかりますが・・・。

※ダイバーシティ経営は、女性や外国人、高
齢者、障がい者等の多様な人材を活かし、そ
の能力が最大限発揮できる機会を提供するこ
とで、イノベーションを生み出し、価値創造
につなげている経営を指します。

経済産業省監修による、女性が働きやす
く活躍しやすい「ホワイト企業」で取り上
げられました。

彼女たちは結婚もするでしょうし、
子どももできるでしょう。その時に

（社長）朝礼でのグッド＆ニューや

女性に限らず男性も育児休暇が取れ

返事の練習もなんで始めたのか、何

る制度を設けています。女性が安心

年もやっていると義務になって、意

して休める環境をつくりたい。また、

味が伝わっていない。それで印刷し

育児が一段落したら戻って働ける、

てくれませんかと言う話になる。そ

「いつ辞めてもいいけど、いつまで

れも社員が多くなったからというの

も勤めたい会社」が目標です。そう

も あ り ま す。 今、 グ ル ー プ 全 体 で

いう意味でもワークライフバランス

30 人位、重松建設が 20 人。グルー

を考えた、女性も男性もより働きや

プ内で社員が移れるようにしていま

すい職場を目指したいと思います。

す。重松建設と愛媛不動産情報とミ

経済産業省「平成 24 年度ダイバーシティ
経営企業 100 選」に建設業として唯一
選ばれました。

（2014 年 12 月 10 日取材）
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座談会を終えて

Interview
重松昌孝

Masataka Shigematsu

100 周年目指してがんばります！

専務

たので、まあまあ強かったです。一度、
新人戦で優勝しました。毎年、正月に
OB 会があり毎回参加しています。高校
の 3 年間で野球部が 3 回甲子園に出場し
ました。もちろん応援に行きました（P.31
新聞記事参照）
。熊代投手（現西武ライ
オンズ）の時には、ベスト 8 まで行った
こともあります。2 年先輩になります。
趣味は体を動かすことです。スノボー
やハンドボールをやっています。肉体労
働は慣れましたが、入社した頃は夏バテ
して 6 キロ痩せたことがありました。
祖父（創業者）には仕事の話はよく聞

母校の耐震工事を担当（2014年）

入

きました。「こういう風にしたらいかん

と体育館の改修を 1 年がかりで行いまし

くさいなぁと思っていました（笑）。

社して 6 年になります。先輩や大

ぞ」とか言われていました。父とは仕事

工さん、業者さんに教えてもらっ

の話はあまりしませんでしたね。小中学

て経験を積んで、今、現場監督をしてい

校の頃、住宅の建設現場に連れて行かれ

ます。入社早々、上浦中学校の耐震工事

ましたが、興味はなかったです。めんど

た。母校の耐震工事をしていた時に、恩

宅地建物取引士は大学の時に取りまし

師に声をかけられ照れくさかったですね。

た。弊社は宅建取得者が多くて（7 名）

3 年前に携わった彩咲（さいさい）あ

自慢にはなりません。昨年、苦労の末に

さ く ら（JA お ち い ま ば り 下 朝 倉 支 店

1 級建築士を取得しました。父は、1 級

P.21 参照）が印象に残っています。いろ

施工監理技士は持っていますが、1 級建

んな仕事に関わってどんな仕事も任せら

築士は持っていません（笑）
。建築にお

れるようになりたいですね。覚えなけれ

いて基礎は大事です。会社も同じだと思

ばいけないことが山のようにあります。

います。

8 時前に出社して、朝礼をして、現場

高校時、愛媛県ハンドボール協会
より優秀選手として表彰される

した。ローンを払わないといけないので、

を行います。現場にもよりますが、夕

お客様の気持ちがよくわかります（笑）
。

方 6 時位には帰社します。現場は大事で

結婚してわかりましたが、家は奥様のも

す。仕事はいつも現場で起こっています

のです（笑）
。リフォームのお手伝いも

（笑）
。常に新鮮な眼で見ることを心がけ

多いです。お父様の家をリフォームさせ

ることで、気づくことがたくさんありま

ていただいたら、娘さんの家のリフォー

すね。

ムを紹介されたことがあって、うれし

小学校の頃から、自然と跡を継ぐ流れ

かったですね。弊社は女性と明るい人が

に持って行かれた感じです（笑）
。高校

多いので、住宅や不動産など相談しやす

までは今治で、大学時代は千葉の船橋に

いと思います。

住んでいました。建築学科です。東京弁

父（社長）のように目立ちたがり屋で

にはなりませんでしたね。遅かれ早かれ

はなく（笑）
、影で支えるような人にな

いずれは跡を継ぐとは思っていました

りたいですね。弊社は、創業 65 周年を

が、帰ると決めた時からプレッシャーは

迎えましたが、100 周年目指してがんば

ありました。今もあります。

るつもりです。がんばります！（笑）
。しっ

高校では 3 年間、ハンドボールをやっ
大学卒業時、優等賞を受賞する

結婚を機に、2 年前に住宅を購入しま

に移動して、業者ごとに仕事の段取り

ていました。僕らの時は顧問が厳しかっ

9

かり現場で勉強して、よりよい会社にし
て行きたいと思っています。

社名
重松建設株式会社
本社所在地
〒794-0015 愛媛県今治市常盤町4丁目7-6
フリーダイヤル
0120-089-804
TEL
0898-22-2566(代)
FAX
0898-22-2654
創業
1954（昭和29）年8月12日
会社設立
1965
（昭和40）年3月5日
資本金
5,544 万円
事業内容
総合建設業全般 ( 設計・施工・請負 )、
官公庁工事、リフォーム
特定建設許可
愛媛県知事 (29) 第 798 号
宅建許可
愛媛県知事 (13) 第 1166 号
建築士事務所登録
一級建築士事務所 愛媛県知事 第 2172 号

有資格者

1級建築士
2級建築士

2名
2名

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

2名
1名

福祉住環境コーディネーター
宅地建物取引主任者 7名
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2名

ファイナンシャルプランナー
行政書士 1名

9名
（のべ人数）

イーアールエー愛媛不動産情報は重松建設の不動産事業部です。
不動産のことならお任せください。
「売りたい、
貸したい、
上手に運用したい」
「リフォームを考えている」
「建物のメンテナンスどうすればいいの？」
「相続対策をしたい」など、不動産に関するお悩みは、ぜ
ひ私たちにご相談ください。

豊かな暮らしのお手伝い
私たちにお任せください！

お客様

不動産管理
相続
コンサル

分譲住宅
販売業

任意売却

リフォーム業

不動産の
売買仲介業

賃貸住宅の
建築提案業

アパート・
マンションの
賃貸仲介

■ 不動産を買いたい方
土地・建物・中古マンションを中心に、物件探しから資金計画までトータルにサポートいたします。
■ 不動産を売りたい方
不動産の売却はお任せください。秘密厳守。無料査定実施中！
■ 任意売却
住宅ローンの返済でお困りの方、まずは当社にご相談ください。あなたの任意売却をお手伝いいた
します。
■ 不動産管理
不動産を貸したい方、遠方のため管理が不安な方、転勤のため自宅を貸したい方・・・お気軽にご
相談ください。現在賃貸中の物件でも OK です。

11

ミスタービルド愛媛は重松建設のリフォーム事業部です。
お住まいのことならお任せください。
「網戸が壊れた」などの小さな「困った！」
から「快適に暮らす」ための大規模リフォームに至るまで、お住まいの不具合や
リフォームのご相談は、ぜひ私たちにご相談ください。
お住まいのことなら
私たちにお任せください！

網戸の
張替

水廻り
リフォーム

終のすみか
リフォーム

外壁
塗装

耐震
補強工事

増築
・
減築

■ 外壁塗装
外壁の塗装は約 20 年で劣化します。そのため件数が最も多いリフォームと言えるでしょう。
■ 水廻りのリフォーム
キッチンやお風呂、トイレなどは毎日使う場所。だからこそ最新の設備をという気持ち、わかります。
■ 耐震補強工事
建築基準法に基づいた耐震補強工事を行います。耐震診断の面倒な申請手続きもサポートします。
■ 二世帯住宅化
住まい方はお子さまの成長と共に変わります。結婚・出産・独立・同居。暮らす方が増えたときも減っ
たときも、私たちにご相談ください。
■ 補修・営繕
住まいで最も困るのが突然の雨漏り。そんなときは遠慮なく、いつでもお申し付けください。
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重松建設のあゆみ
（1931〜1956年）
西暦

和暦

月 社会の出来事

月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史

1931 昭和 6

6

0

1945

8

14

20

創業者 重松務 誕生

9 満州事変勃発

終戦

3 東京大空襲、死者約10万人

岩城村 林工務店にて大工修行

8 広島、
長崎に原子爆弾が投下される
10 湯川秀樹氏がノーベル物理学賞受賞

1949

24

18

今治にもどり、
昭和建設にて従事

1952

27

21

重松務 独立

5 白井義男が日本人初のボクシング世界チャンピオンに

1954

29

23

大西肛門病院 請負契約

2 第五福竜丸が米水爆実験で被爆

今治市大正町にて重松建設の名前で個人創業

9 青函連絡船洞爺丸が沈没、死者・行方不明者1155人

建設業法による登録新規申請許可

5 水俣病第一号患者確認

1956

31

8
8

25

重松木材工業
（住宅用建具 製造販売）創業

岩城村（現上島町岩城）
で修行中の創業者（後列右から2人目）

個人創業時の創業者

個人創業時の創業者

12 日本が国際連合に加盟

個人創業時の創業者
（右端）
と社員

大正町の製材所
個人創業時の社員
（創業者後列右端）

大正町の事務所

事務所内の創業者

結婚当初の創業者と奥様
（後列右端の二人）
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重松建設のあゆみ
（1959〜1965年）
西暦

和暦

月 社会の出来事

月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史

1959 昭和34 12

28

0

現代表取締役社長 重松宗孝 誕生

4 皇太子（平成天皇）と正田美智子さまがご成婚

1962

37

31

3

越智会計事務所 新築工事

8 堀江謙一氏ヨットで太平洋単独横断に成功

1964

39

33

5

事務所・作業場を今治市別宮町に移転

1965

40

34

6

竹乃井温泉 施工

9
2
3

社長1歳の頃

10 東京オリンピック開催
7 名神高速道路が全線開通

重松建設株式会社に改組 当初資本金300万円

創業者と社長

10 朝永振一郎氏がノーベル物理学賞受賞

当時の工事風景

越智会計事務所完成写真

別宮町の製材所

別宮町の製材所

施工中の竹乃井温泉

会社の前にて社員、
家族と
（1965年）

社長と妹の易香さん
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重松建設のあゆみ
（1971〜1990年）
西暦

和暦

月 社会の出来事

月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史

8 ドルショックで東証ダウ株価大暴落

1971 昭和46

6

40

12

ナショナル住宅 代理店契約

1974

49

6

43

15

重松住宅サービス㈱設立、サービスリフォーム部門分社化

1979

54 10

48

20

愛媛ナショナル住宅㈱設立、ナショナル住宅との共同出資

5 英首相にサッチャー氏が就任

1981

56

3

50

22

愛媛県立大島高等学校 増築工事

7 チャールズ皇太子とダイアナ妃が結婚

1984

59

4

53

25

重松宗孝 入社

7 ロサンゼルスオリンピック開催

1985

60 10

54

26

愛媛ナショナル住宅㈱を愛媛不動産情報㈱に変更

8 日航ジャンボ機墜落、乗客乗員520人死亡

1987

62

3

56

28

重松宗孝 今治青年会議所 入会

4 国鉄が分割・民営化されJR7社が発足

1988

63

3

57

29

重松建設株式会社 一級建築士事務所登録

9 ソウルオリンピック開催

1989 平成 1

2

58

30

菊間町デイ・サービスセンター建築・整備工事

1 昭和天皇崩御

1990

3

59

31

愛媛県立伯方高等学校 プール新築工事

2 大阪花博開催

6

重松宗孝 結婚

6 礼宮・紀子さま結婚の儀

9

大三島台ダム艇庫 新築工事

2

12 金脈問題で田中角栄首相辞任、三木内閣発足

10 統一ドイツ誕生

ナショナル住宅の施工現場

ナショナル住宅の施工現場

南大門の重松家

ナショナル住宅第1棟

ナショナル住宅分譲地
「みどりヶ丘団地」

「良家」
のこころ
（松下幸之助氏より拝受）

大島高等学校増築工事（創業者中央）
ナショナル住宅建築風景

ナショナル住宅アパート
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重松建設のあゆみ
（1992〜2000年）
西暦

和暦

1992 平成 4

月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史
3

61

33

4

月 社会の出来事

大三島警察官派出所庁舎 新築工事

3 東海道新幹線に
「のぞみ」
登場

重松住宅サービス㈱を㈱ハウスドクターに社名変更、資本金2,000万円

7 バルセロナオリンピック開催

1994

6

6

63

35

住友林業INOSグループに加盟

6 村山連立内閣発足

1995

7

9

64

36

新今治市立図書館建設工事

1 阪神淡路大震災

1996

8 12

65

37

ミスタービルドの加盟、商号をミスタービルド栞とする

7 アトランタオリンピック開催

1997

9

66

38

今治市総合福祉センター建設工事

4 消費税5%導入

1998

10

7 67

39 スリ・ユー
（地下室）代理店契約

2 長野冬季オリンピック開催

1999

11

1

40

住通
（現LIXILイーアールエージャパン）に加盟

3 日産、
ルノーと資本提携へ

3

吉海町泊郵便局庁舎 新築工事

4 東京都知事に石原慎太郎氏当選

3

桜井公民館 新築工事

5 瀬戸内しまなみ海道開通

4

小泉展示場完成

9 東海村JCO臨界事故

広報誌
「だんらん」第1号発行

4 介護保険制度スタート

愛媛県立今治北高等学校プール 新築工事

9 三宅島噴火により全島民に避難指示

全国ミスタービルド協議会 秋の全国キャンペーン売上金額部門第一位

9 シドニーオリンピック開催

2000

9

12 1

68

69

41

3
11

ミスタービルドに加盟

新今治市立図書館

今治市総合福祉センター

地下室のある家

社長自宅

桜井公民館

ミスタービルド社員
広報誌「だんらん」第1号発行

今治北高等学校プール
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重松建設のあゆみ
（2002〜2004年）
西暦

月 社会の出来事

和暦 月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史

2002 平成14 3

71

43

5
10

瀬戸内海国立公園 開山頂上園地展望台新築工事

1 欧州単一通貨「ユーロ」
が流通開始

全国ミスタービルド協議会 春の全国キャンペーン総合部門第1位

2 ソルトレーク冬季オリンピック開催

重松務 代表取締役退任、取締役就任

6 日韓共催サッカーW杯開催
10 拉致被害者5人が北朝鮮から帰国

重松宗孝 代表取締役就任
2003

2004

15 2

72

44

泉川団地エレベーター設置及び

1 横綱貴乃花が引退

室内バリアフリー化改修工事

2 松井秀喜、
大リーグデビュー

4

重松建設㈱と㈱ハウスドクターを合併、資本金5,544万円

3 米英イラクを攻撃

8

愛媛不動産情報㈱経営基盤強化のため増資、1億6,000万円

4 日本郵政公社発足

今治市倫理法人会 入会

5 新型肺炎SARS大流行

愛媛県立弓削高等学校教職員宿舎 新築工事

1 自衛隊イラク派遣

2

代表取締役 重松宗孝 今治ロータリークラブ 入会

5 小泉首相再訪朝、
拉致家族5人が帰国

6

ケアハウス鶴翠苑 グループホーム鶴翠 新築工事

6 近鉄・オリックスが球団合併で協議

8

創業50年

8 アテネオリンピック開催

合併の最終契約、みどり建設興業㈱へ松山支店分売却

9 プロ野球選手会がストライキ

16 1

10
12

73

45

愛媛不動産情報㈱事務所を大栄ハウスビルへ移転

10 新潟県中越地震、被災者10万人以上

重松建設㈱事務所を大栄ハウスビルへ移転

12 スマトラ沖地震で津波が発生、22万人が死亡

開山頂上園地展望台

ミスタービルド春のキャンペーン

ケアハウス鶴翠苑 グループホーム鶴翠

全国1位

ミスタービルド社員

弓削高等学校教職員宿舎

社長と創業者

重松建設社員（別宮町旧事務所前にて）

事務所移転後の会社
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大栄ハウスと合併後の社員集合写真

重松建設のあゆみ
（2005〜2008年）
西暦

和暦

月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史

2005 平成17 2

74

46

月 社会の出来事

愛媛不動産情報㈱を存続会社として大栄ハウス㈱と合併
「大栄ハウス」
を商標登録

4
2006

18 6

47

1 ライブドア堀江社長逮捕される

しまなみモデルハウス建築

2 トリノ冬季オリンピックで荒川静香金メダル

インターンシップ生 受入れ開始

3 第1回WBCで王監督率いる日本が優勝

愛媛県立今治西高等学校 校舎解体工事

4 阪神金本選手が連続イニング出場世界記録

10

ワシ屋クリーニング 片山店新築工事

6 サッカーW杯ドイツ大会開催

11

トヨタカローラ愛媛今治店新築工事

（悠仁さま）を出産
9 秋篠宮紀子さまが男子

住友林業INOSグループ「イノスの家」優秀デザイン賞受賞

7 参院選で民主党躍進

19 5

76

48

9
2008

11 耐震強度偽装問題が発覚

今治新都市
「しまなみヒルズ」協賛メーカーへ加盟

9

2007

4 JR福知山線脱線事故で死者107人

愛媛トヨタ株式会社今治店工場改修工事
75

3 愛・地球博が開幕

20 3

愛媛不動産情報㈱減資 資本金9,001万円
77

49

10 郵政民営化がスタート

今治市立伯方中学校運動場建設工事

5 中国・四川省で大地震発生

5

今治市立乃万小学校プール建設工事

8 北京オリンピック開催

5

住友林業INOSグループ最優秀会員賞受賞

9 リーマン・ブラザーズが経営破綻

夢が丘団地造成後

夢が丘団地

ワシ屋クリーニング 片山店

しまなみヒルズ分譲フェスタ

しまなみモデルハウスⅠ

インターンシップ1期生
（左から2人目）

社員
（2007年12月撮影）
すき家

トヨタカローラ愛媛今治店
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重松建設のあゆみ
（2009〜2012年）
西暦

和暦

月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史

2009 平成21 5

78

50

月 社会の出来事

住友林業INOSグループ プラチナ会員賞、
「イノスの家」
優秀デザイン賞受賞

9
2010
2011

2012

22 5
23 1

79
80

51

3 WBCで日本が連覇
7 国内で46年ぶり皆既日食

代表取締役 重松宗孝 今治市倫理法人会 会長拝命

8 衆院選で民主圧勝、
政権交代

住友林業INOSグループ最優秀会員賞、

2 バンクーバー冬季オリンピック開催

プラチナ会員賞、
「イノスの家」優秀クリエイティブ賞 受賞

6 サッカーW杯南アフリカ大会開催

52 「バリィさんの家」完成

3 東日本大震災、
戦後最悪の自然災害

7

住友林業INOSグループ プラチナ会員賞 受賞

3 九州新幹線「鹿児島ルート」
全線開業

9

代表取締役 重松宗孝 愛媛県倫理法人会 会長拝命

6 平泉、
小笠原諸島が世界遺産に

プラスワンリビングに加盟

7 サッカー女子W杯で日本が初優勝

今治市立日高小学校耐震改修工事

5 日本で金環日食観測

3

アーキテククツ・スタジオ・ジャパンに加盟

5 東京スカイツリーが開業、高さ634m

3

今治西中学校横調理場建設工事

7 ロンドンオリンピック開催

24 1

81

53

第15回イノスグループ全国総会

イノスグループ最優秀会員賞 受賞

社長 今治市倫理法人会会長を拝命

「イノスの家」優秀クリエイティブ賞 受賞

バリィさんの家

社長 愛媛県倫理法人会会長を拝命

今治西中学校調理場
屋上庭園

社員
（2010年8月撮影）
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重松建設のあゆみ
（2013〜2014年）
西暦

和暦

月 創業者年齢 社長年齢 重松建設の歴史

2013 平成25 1

2014

26

代表取締役 重松宗孝 今治青年会議所シニアクラブ 会長拝命

2 元横綱大鵬に国民栄誉賞

2

松山市南斎院に愛媛不動産情報㈱松山店を出店

5 長嶋茂雄氏、松井秀喜氏に国民栄誉賞

2

小浦ポンプ場整備工事

5 出雲大社60年ぶりに遷宮

3

経済産業省 ダイバーシティ経営企業100選 受賞

5 三浦雄一郎氏が史上最高齢（80）でエベレスト登頂

4

プラスワンリビングハウスに加盟

6 富士山が世界遺産に登録

4

ミスタービルド栞からミスタービルド愛媛に商号を変更

7 参院選で自民党大勝

5

今治市常盤町に愛媛不動産情報㈱賃貸情報館を出店

8 高知県四万十市で史上最高の41.0度

5

住友林業INOSグループ「イノスの家」優秀デザイン賞受賞

9 2020年東京オリンピック決定

5

一級建築士事務所 名称変更

10 伊勢神宮20年ごとの式年遷宮

9

代表取締役 重松宗孝 愛媛県倫理法人会 相談役拝命

11 台風30号がフィリピン直撃、死者・行方不明者約8,000人

4

82

83

54

月 社会の出来事

取締役重松昌孝 入社

2 東京都知事選挙で舛添要一氏が当選

5

55

今治西高等学校 PTA会長就任

2 ソチ冬季オリンピックで羽生結弦が金メダル

6

創業60周年

4 消費税が5%から8%へ

7

今治西高等学校 普通教棟 耐震改修工事

6 サッカーW杯ブラジル大会開催

7

しまなみゲストハウス

8

乃万小学校校舎改築工事

ダイバーシティ経営企業100選 受賞

シクロの家完成（P.31参照）

10 中村氏、天野氏、赤崎氏がノーベル物理学賞受賞
10 プロ野球、
ソフトバンクが日本一

社長と女性社員と

プラスワンリビングハウス

yess建築重量鉄骨倉庫
「イノスの家」
優秀デザイン賞 受賞

社長 今治西高等学校PTA会長に就任
（前列右から4人目）
新田様邸
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今治西高等学校耐震工事

上浦中学校耐震工事

重松建設のあゆみ
（2015〜2018年）
西暦

和暦

愛媛県不動産情報㈱にて一級建築士事務所開設

3 北陸新幹線、長野−金沢間が開業

3

今治南高校特別教棟耐震改修工事

9 東京オリンピックエンブレムを撤回、再公募に

3

今治工業高校耐震改修工事

10 大村智氏、梶田隆章氏がノーベル賞受賞

7

愛媛県不動産情報㈱の本社を松山市南斎院へ移転

10 マイナンバー制度がスタート

自分サイズの家
「COZY」加盟

10 ラグビーW杯、日本3勝の歴史的快挙

2015 平成27 1

56
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2016

28 1

57

25
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2018

29 2

国分小学校校舎耐震補強工事

4 熊本で震度7の地震が発生

JAおちいまばり下朝倉支店新築工事

5 伊勢志摩サミット開催

愛媛県不動産情報㈱の本社を松山市堀江町へ移転

11
2017

月 社会の出来事

月 社長年齢 専務年齢 重松建設の歴史

重松昌孝結婚
重松建設杯小学生テニス大会が10回を迎える

1 箱根駅伝で青山学院大学が 3 連覇

4

ワンズキューボ加盟

1 稀勢の里が初優勝、横綱に

5

愛媛不動産情報
（株）を合併

6 「森友」
「加計」問題で内閣支持率急落

イノスの家マイスター会員再登録

2 平昌冬季オリンピックで過去最多メダル13個

8

道後温泉ホテル八千代新築工事

7 西日本豪雨災害で死者220人超

8

重松務永眠 享年 88 歳

9 北海道で震度7、
道内全域で停電

30 4

58

59
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8 リオデジャネイロオリンピック開催
11 米大統領選挙でトランプ氏が当選

27

12

重松昌孝 一級建築士合格、専務就任

乃万小学校改築工事

11 日産・ゴーン会長を逮捕

国分小学校校舎耐震補強工事
自分サイズの家
「COZY」

JAおちいまばり下朝倉支店新築工事

yess建築 重量鉄骨貸事務所

ワンズキューボモデルハウス

光和工業寄宿舎

今治イオンモール カレーとチャイナの店 ぞうのはな

美容室ペイズ
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施工事例集
施工事例
No.

施工事例

1 今治市立図書館

No.

5 伯方中学校運動場

2008年3月 完成

1995年9月 完成
施工事例

施工事例

今治総合福祉センター
No.2

No.

6 乃万小学校プール

2008年5月 完成
1F：71.61㎡
2F：51.34㎡
延床面積：122.95㎡

1997年9月 完成

ケアハウス鶴翠苑
No.3
グループホーム鶴翠

施工事例

施工事例
No.

7 日高小学校耐震改修

2012年1月 完成

2004年6月 完成

施工事例
No.

施工事例

4 トヨタカローラ愛媛今治店

No.

8 西中横調理場

2013年4月 完成

2006年11月 完成

22

施工事例集
施工事例
No.

しまなみヒルズ

9 モデルハウスⅠ

2006年6月

完成

1F：71.61㎡
2F：51.34㎡
外観

施工事例

玄関

リビング

延床面積：122.95㎡

しまなみヒルズ

10 モデルハウスⅡ

No.

2007年3月

完成

1F：75.07㎡
2F：54.65㎡
外観

施工事例

ダイニング

リビング

延床面積：129.72㎡

しまなみヒルズ

11 モデルハウスⅢ

No.

2007年11月

完成

1F：71.61㎡
2F：51.34㎡
外観

施工事例

玄関

ダイニング

延床面積：122.95㎡

しまなみヒルズ

12 モデルハウスⅣ

No.

2007年11月完成
1F：57.55㎡
2F：51.34㎡
外観

リビング

書斎
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延床面積：112.20㎡

施工事例集
施工事例

しまなみヒルズ

13 モデルハウスⅤ

No.

2010年3月

完成

1F：81.49㎡
2F：61.58㎡
リビング

外観

施工事例

寝室

延床面積：143.07㎡

しまなみヒルズ

14 モデルハウスⅥ

No.

2011年1月

完成

1F：69.14㎡
2F：47.61㎡
外観

施工事例

寝室

15 夢が丘団地

No.

リビング

延床面積：116.75㎡

Ｓ様邸

2012年5月

完成

1F：160.61㎡
2F：102.50㎡
外観
施工事例

16 常盤町

No.

坪庭

リビング

延床面積：263.11㎡

Ｎ様邸
2013年3月

完成

鉄筋コンクリート4階建
1F：84.46㎡
2F：84.46㎡
3F：84.46㎡
4F：84.46㎡
外観

和室

リビング
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延床面積：268.87㎡

施工事例集
施工事例

しまなみヒルズ

17 モデルハウスⅦ

No.

2013年3月

完成

1F79.49㎡
2F49.68㎡
外観

リビング

施工事例

南大門

18

No.

ダイニング

延床面積129.17㎡

Ｏ様邸

2013年6月完成
1F：53.41㎡
2F：50.51㎡
リビング

外観

施工事例

19 玉川町

No.

和室

延床面積：103.92㎡

Ｗ様邸

2013年7月

完成

1F：61.27㎡
2F：57.13㎡
外観
施工事例

20 高橋

No.

LDK

内観

延床面積：118.40㎡

Ｔ様邸

2014年5月

完成

1F：52.99㎡
2F：52.99㎡
外観

リビング

洗面所
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延床面積：105.98㎡

施工事例集
施工事例

しまなみヒルズ

21 モデルハウスⅧ

No.

2014年7月

完成

1F：54.24㎡
2F：48.02㎡
塔屋：5.38㎡
外観

施工事例

屋上庭園

22 宮下町

キッチン

延床面積：107.64㎡

Ｈ様邸

No.

2014年8月

完成

1F・2F：113.77㎡
延床面積：113.77㎡
外観

施工事例

リビング

23 小泉

吹抜け

スマートモデルハウス

No.

2014年11月

完成

1F：66.24㎡
2F：40.57㎡
延床面積：106.81㎡
外観

施工事例

24 郷本町

No.

クローゼット

リビング

Ｔ様邸

2015年3月

完成

1F：124.21㎡
延床面積：124.21㎡
外観

吹抜け

リビング
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施工事例集
施工事例

25 郷本町

Ｍ様邸

No.

2015年7月

完成

1F：62.10㎡
2F：54.24㎡
外観

施工事例

和室

26 小泉

リビング

延床面積：116.34㎡

Ａ様邸

No.

2016年1月

完成

1F：93.57㎡
2F：29.08㎡
延床面積：122.65㎡
外観

施工事例

27 郷本町

No.

リビング

キッチン

Ｏ様邸

2016年5月

完成

1F・2F：53.83㎡
延床面積：107.66㎡
外観

施工事例

28 宮ヶ崎

No.

洗面所

リビング

I 様邸

2016年9月

完成

1F：115.24㎡
2F：65.30㎡
延床面積：180.54㎡
外観

和室

リビング
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施工事例集
施工事例

29 宮下町

No.

Ｍ様邸

2017年3月

完成

1F：59.62㎡
2F：54.65㎡
外観

施工事例

30 徳重

No.

キッチン

和室

延床面積：114.27㎡

I 様邸

2017年6月

完成

1F：57.38㎡
2F：56.31㎡
延床面積：113.69㎡
外観

施工事例

31 朝倉

No.

リビング

キッチン

Ｏ様邸

2017年11月

完成

1F：77.96㎡
2F：64.97㎡
外観

施工事例

32 大浜

No.

リビング

洗面所

延床面積：142.93㎡

T 様邸

2018年2月

完成

1F：96.47㎡
2F：55.06㎡
延床面積：151.53㎡
外観

リビング

キッチン
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テレビ取材

29

テレビ取材

30

取材記事

道後温泉ホテル八千代
弊社が設計施工に携
わ っ た 道 後 温 泉「 ホ テ ル
八千代」が２０１８年８
日、 つ い に グ ラ ン ド

月
23

平米から最大１１１
平米までの客室は、和室・
寝 室・ 食 事 処 の ３ 間 か ら
な る、 ゆ っ た り と し た 間
55

完備。

げます。
ています。
温泉の情緒に浸りなが
８全客室にはお客様に
気 兼 ね な く、 道 後 温 泉 の ら、 旬 の 食 材 を 活 か し た
湯を堪能してもらえるよ 会席料理で五感全てを満
う、 か け 流 し 露 天 風 呂 を た す、 上 品 な 寛 ぎ の ひ と
ときを堪能できます。

取り。
オープンしました。
料 理 は、 瀬 戸 内 の 新 鮮
和の伝統美と現代の機
能 性 を 兼 ね 備 え た、 安 ら な 魚 介 や 地 元 の 旬 の 野 菜
ぎの空間を演出しており、 な ど、 そ の 時 季 な ら で は
贅 沢 な 大 人 の 休 日 を 楽 し の 素 材 を 活 か し、 料 理 人
めると、すでに話題となっ の 確 か な 技 で 丁 寧 に 仕 上

全室かけ流し露天風呂完備
旬の料理で五感全て満足

グランドオープンしました

愛媛新聞／2014年
（平成26年）
5月22日掲載

毎日新聞／2009年（平成21年）3月8日掲載（写真前列右から3人目が昌孝専務）
毎日新聞社許諾済み
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取材記事

公明新聞／2013年（平成25年）4月22日掲載

愛媛新聞／2014年（平成26年）9月21日掲載

32

取材記事

朝日新聞／2013年（平成25年）6月7日掲載

愛媛新聞／2013年
（平成25年）
3月24日掲載

日本経済新聞／2013年（平成25年）6月26日掲載

33

取材記事

週刊愛媛経済レポート／2013年（平成25年）
4月15日掲載

34

海南タイムズ／2013年
（平成25年）
4月25日掲載
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