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～大工職人さんに「ホンネ」を聞いてみました～

会社概要

私たちは、大工職人さんをはじめとする、住まいづくりに携わってくださる方々をパートナーさんと呼
んでいます。たった、ひと言のことかもしれませんが、創業以来、住まいづくりにマジメに取り組んでき
た私たちの想いを受け継ぎ、その想いを「カタチ」としてお客様へお届けしていただいているという感
謝の気持ちをこの言葉に込めました。ぜひ私たち一緒に、木の住まいをお届けしませんか。

職人さんは、住まいづくりの大切なパートナー

さまざまな支援を通してパートナーを支えます
無料健康診断
大切なパートナーだか
ら、棟梁、お弟子さん
を含めて健康診断の
ご費用をサポートいた
します。

意見交換交流会

※写真は年に一度のパートナー感謝の会

パートナー同士での意
見交換や交流を目的と
して、月に一度は必ず
開催。何でも話し合える
機会を設けています。

TAKUMI合同会社
株式会社WELLNEST HOME九州
クローバーハウス株式会社

：関 連 会 社

一般社団法人くまもと型生産者連合会：関 連 団 体

新産住拓株式会社（熊本市：創業昭和39年）
株式会社すまい工房
多良木プレカット協同組合

：グループ会社

マリナ通りモデルハウス（hitマリナ通り住宅展示場内）
大野城モデルハウス（hit大野城住宅展示場内）
春日2階建モデルハウス
春日平屋モデルハウス(リノベーション)
熊本モデルハウス（TKU住宅展示場住まいランド内）
出仲間2階建モデルハウス
出水平屋モデルハウス(リノベーション)

【熊本】

【福岡】：モデルハウス

2020年度（9月）　29億6,000万円：売 上 高

88名 ※2021年3月現在：従 業 員 数

平成16年4月21日：設 立

エコリノベーション（リフォーム）の設計・施工販売
エコハウス（新築注文住宅）の設計・施工販売：事 業 内 容

福岡市博多区竹丘町1-5-38
熊本市南区馬渡2-3-25【熊本オフィス】

【福岡オフィス】：事 業 所

小山 貴史：代表取締役

エコワークス株式会社（Eco Works Co.,Ltd.）：会 社 名

簡易検診コース35歳未満

一般検診コース

5年毎に人間ドッグ
35歳以上

092-404-9200 https：//www.eco-works.jp
福岡県福岡市博多区竹丘1-5-38福岡オフィス 熊本県熊本市南区馬渡2-3-25熊本オフィス

担当 相馬工事課：

■売上高推移 ■完工棟数推移
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いつでも

随時受付中

現場をご見学
いただけます。

2202①※撮影のため、安全に配慮しヘルメットを外しております。エコワークスでは、現場でのヘルメットの着用を義務付けております。
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結局、依頼する側ってイイことしか言わないでしょ？
だから、大工職人さんへ「ホンネ」を聞いてみました。
エコワークスの仕事って、どうなんですか？

永尾 友和 棟梁

エコさんの仕事を受けはじめて、５～6年かな。仕事を受けるにあたり、現場見学
したんだけど、無垢材だし、納まりを考えなきゃならないしで。正直、他と比べて手
間がかかると思いましたね（笑）でも、それが逆に私に火を付けました。大工をや
るなら、技術の向上もさることながら、考えて創るっ
てのかな。柔軟性も必要だと思うんですよ。お客様
が何を望んでいるのかを想像しながら仕事する
のって楽しいじゃないですか。「てまひま」をかけるこ
とが、自身を育てるチャンスなんだと思える大工職
人には、エコさんの仕事はお勧めと言えますね。

どんなところに「やりがい」を感じますか？
エコの家は、正直手間がかかるね。
でも、それを楽しみながらやってるよ。
だから、他にはない達成感を感じるね。

A

若手育成サポート費用新規パートナーサポート費用
新しい現場を担う場合、どうしても準
備費用がかさんでしまいます。エコ
ワークスでは、3棟目までの物件に限
り、その準備にかかる費用の一部を
サポートさせていただきます。 ※税抜

※各サポート費用については、別途申請条件がございます。詳しくは、担当にお問合せください。

1棟目 300,000円/名

2棟目 200,000円/名

3棟目 100,000円/名

エコワークスの現場にて、若手の大工
職人を育成される場合に限り、若手
育成サポート費用を支給いたします。
未来の住まいづくりを担う人財を育て
ていくためのサポートです。

施工研修サポート
エコワークスの現場をより
知っていただくため、ご希
望に合わせて既存現場に
て、7日～14日間の研修を
お受けいただけます。

Q

鎌田 貴伸 棟梁

弟子を育てるのは、家づくりと一緒。基礎が大切だと思っています。エコさんの家
は考えて創る作業も多いため、覚えることも多いと思います。でも、基礎技術を
しっかりと学べるため、彼らの将来は安心です。それに、無垢材を扱うことで、モノ
を大切にする心も育つと思っています。たくさん失
敗して学べば良いんですよ。今、弟子は2人。４年生
と1年生。育成には負担もありますが、エコさんでは
「若手育成サポート費用」があるので、とても助かっ
ています。弟子を育てる環境が整っていますね。2人
の将来が今から楽しみでしょうがないんですよ（笑）

お弟子さんを育てる環境としてどうですか？
弟子づくりは家づくりと一緒だと思う。
エコさんの家なら、基礎から技術を教えられる。
また、弟子への手当ても助かってます。

A

Q

仁田野 貴仁 棟梁

ズバリ！エコの良いとこ、教えてください！
会社が私たちの意見を聞いて、
ちゃんと改善してくれるのは嬉しいですね。
現場もコンスタントにあるから安心だしね。

A

Q

黒崎 浩二 棟梁

他の会社と比べてどうですか？
一番の魅力は、同じ志を持って働く、
大工職人同士の仲の良さですかね。
それに、家の性能も先進的なんです。

A

Q

年間のローテーションイメージ
35坪の場合

（2～3カ月）（2～3カ月）

4棟目 5棟目

（2～3カ月）

3棟目

（2～3カ月）

2棟目

（2～3カ月）

1棟目

弟子の時代から3～4年ほど、エコさんの家づくりに携わってます。１年半前に独
立したんですが、独立後も専属で。専属でやってる理由は、無垢材を使うからこ
そ身に付く技術や断熱性や気密性などの先進的な取り組み。何よりエコさんを

担当している職人同士の仲が良さは一番の魅力か
な。自身の現場の悩みを話したり、他現場での問題
点を共有したり。他現場の応援に行くことも。年齢
や経験関係なく意見交換できるって、他ではあまり
聞かないですよね。仲間同士で切磋琢磨し合い、技
術を向上していけるのが、エコさんの魅力ですね。

普通、社長が私たちと直接話すことってないですよね。でも、エコさんでは社長と
話す機会も多いし、数カ月に1度、監督との意見交換会もあるんです。だから、そ
れまでに仲間で問題点や要望をまとめておくんです。もちろん、意見をしっかりと

受け止めて改善してくれます。そんな柔軟な考えの
会社ってなかなかないですよね。だから、遠慮なく
要望を出してます（笑）また、現場がコンスタントに
あるってのは安心ですね。空いた時は他現場の応
援もあるし、忙しいっちゃ忙しんですが（笑）忙しさ
も含めて、家づくりを楽しめるのがエコさんだね。 いつでも

随時受付中

現場をご見学
いただけます。

※撮影のため、安全に配慮しヘルメットを外しております。エコワークスでは、現場でのヘルメットの着用を義務付けております。


