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第６号発刊に際して 

昨年 3 月にニュースレター第 1 号を発行し、その後メディアのみなさまに大変ご好評いただきましたので、こ

のたび第 6号を発刊する運びとなりました。 

P2 では 2020 年に義務化が予定されている省エネ住宅について解説します。その中での大きなキーワードの１

つ、「ZEH 住宅」について P3 で詳しく補足します。 

P4では、平成29年10月に再延期が予定されている消費再増税に対する住宅取得関連法案について解説します。 

P5 では弊社の CSR 活動についてお話します。物品寄贈、スポーツ活動支援、地域支援活動として３年連続の開

催となったエル夏休み大感謝祭など、地域に根ざした企業として様々な活動に取り組んでいます。 

P6 からは住宅新企画情報をご紹介します。2016 年 1 月～9 月で販売合計 27 分譲地、総戸数 250 戸越えを達成

しています。P7では滋賀県大津市雄琴で建設した「グランピング住宅」についてご紹介します。東京首都圏で

大ブレイク中の「グランピング」をいち早く取り入れた住宅になり、メディアにも多数掲載されました。 

P8 ではメディアでも多数活躍する片付けアドバイザー・石阪京子さんが監修したモデルハウスについて説明し

ます。実用書としては異例の 7 万部の売り上げを達成した著書「一生リバウンドしない奇跡の３日片付け」の

ノウハウを活かしたモデルハウスとなっています。 

P9 の社員紹介コーナーは、第 5号に引き続きカンボジア研修生のインタビューです。日本で働き始めて約 5ヶ

月が経った現在の仕事内容や生活をご紹介します。 
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＜日本のエネルギー事情の実状と課題＞ 
日本はのエネルギー自給率は、先進国の中で最も低い水準です。OECD（経済協力開発機構）加盟国、34 カ国のうち

日本の一次エネルギー自給率は 6.0％（33位）（※１）に留まり、エネルギー資源の殆どを輸入に頼っている状態です。

またテクノロジーの発達により便利な生活が送れるようになった一方、2013 年における電力消費量は 1965 年から約

6 倍となりました。（※２）省エネルギー技術が進歩し、その伸び率は停滞しつつありますが、住宅や建築物において

も省エネルギー対策を一層強化し、再生可能エネルギーの導入を進めることが急務となっています。 

 
＜政府の対応策＝2020 年省エネ基準適合住宅の義務化＞ 
国のエネルギー施策の基本的な方向性を示した「エネル

ギー基本計画」に、業務・家庭部門の省エネ強化策とし

て以下の事項が盛り込まれています。（図１参照） 

義務化へ向けた取り組み 

◇2020 年までに新築・建築物について段階的に省エネル 

ギー基準の適合を義務化。 

◇より高い省エネルギー性能を有する低炭素認定建築

物の普及促進を図る。 

◇2020 年までに標準的な新築住宅で、2030 年までに新築住宅の平均で ZEH の実現を目指す。 

 

＜住宅の省エネ性能を理解する上で必要な４つのキーワード＞ 

１．省エネ住宅…冷暖房機器や給湯設備の使用による消費エネルギーを少なくする等、省エネルギーに配慮した住宅

です。住宅の構造、家の外皮性能（断熱性や機密性）が高い住宅を指します。 

２．スマートハウス…建物自体が高気密、高断熱の省エネ住宅であることに加え、創エネルギー設備（太陽光発電や

燃料電池）や蓄エネルギー設備（蓄電池）等を設置し、さらにそれらのエネルギー活用をコン

トロールする HEMS 設備を搭載した住宅です。東日本大震災後に増加しました。 

３．ZEH（ゼロエネルギーハウス）…高い断熱性能と高効率設備機器による可能な限りの省エネルギー化と再生可能

エネルギーを導入した住宅です。スマートハウスとの違いは、年間での一次エ

ネルギー消費量が正味（ネット）でゼロまたは概ねゼロとなる点です。（※次項

で詳しく解説します） 

４．長期優良住宅…長期にわたり良好な状態で使用できる住宅です。「劣化対策」「耐震性」「維持管理・更新の容易

性」「可変性」「バリアフリー性」「居住環境」「住戸面積 75 平方メートル以上」「維持管理・更新

計画」「省エネルギー性」の、９つの性能項目が定められています。 

 

（※１）経済産業省 資源エネルギー庁 HP より「日本のエネルギー2014」< http://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/energy_in_japan2014.pdf>, 

2016 年 10 月 1 日アクセス. 

（※２）関西電力 HP より「日本のエネルギー事情」< http://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nowenergy/japan_energy.html>,2016 年 10 月 1 日アクセス. 

 

図１）国の進める低炭素社会に向けてのロードマップ 
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＜ZEH 住宅について＞ 
2014 年 4 月の閣議決定「エネルギー基本計画」において、「住宅については 2020 年までに標準的な新築住宅で、2030

年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる住宅（ZEH=Net Zero Energy 

House）の実現を目指す」とする政策目標が制定されました。 

 

＜ZEH 住宅の４つのポイント＞ 
①省エネ設備…断熱・気密性能・通風採光性を高め、室内温度を年中快適に保つことで、エアコンの使用頻度を低

減します。また、最新省エネ機器などの導入により、無駄なエネルギー消費の削減にも繋がります。 

 

②太陽光発電システム…自然エネルギーを利用し、環境負荷が低い特性を持つ太陽光発電システムや家庭用燃料電

池（エネファーム）などでエネルギーをつくります。創エネ機器や自治体によっては補助

金を利用することも可能です。 

 

③蓄電池…太陽光発電でつくった電力や、割安な深夜電力を蓄電

池などに貯めておけば、消費電力の多い日中などに使

うことができます。最近は電気自動車などを蓄電池の

代わりに利用することもできます。 

 

 HEMS…家庭で使うエネルギーを節約するための管理システム 

です。家電や電気設備とつないで、電気やガスなどの 

使用料をモニター画面などで「見える化」したり、家 

電機器を「自動制御」したります。電気の使用量がひ 

と目でわかるため、自然と節電につながります。 

また外出先から家電や機器を操作することも可能です。 

 

＜エルハウジングの ZEH に関する取り組み＞ 
エルハウジングでは「平成 28年 ZEH ビルダー（※４）登録申請」を行い、以下の通り 2020 年度に向けた ZEH 普及率目

標を設定・公表いたします。 

●ZEH 住宅認知向上活動に努めます。 

●ZEH 住宅建設においては、コストダウン化を目指します。 

●ZEH 普及目標 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

1％ 10％ 15％ 25％ 50％ 

 

（※３）ZEH ロードマップ検討委員会取りまとめ資料より 

（※４）経済産業省は 2016 年 4 月、「住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金 ZEH 支援事業」における ZEH ビルダー登録制度の概要案を公表し

ました。この制度は補助事業執行団体にて登録要件を満たす工務店やハウスメーカー、建築設計事務所などを対象として公募を行い、「ZEH ビルダー」とし

て登録するものです。 

 

図２）ZEH の概念（※３） 
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＜消費増税延期について＞ 
安倍内閣は本年 6 月 1 日、来年 4 月に予定されていた消費再増税を 2 年半後の平成 31 年 10 月に延期する意向

を表明しました。それに伴い、住宅に関する緩和施策（下記参照）の期間延長が考えられます。増税延期を明

記した税制改正関連法案は、参院選後の臨時国会で提出される見込みとなっています。 

 

＜住宅ローン控除＞ 
住宅ローン残高の 1％を 10 年間、所得税や住民税（一部）から控除する制度です。10 年間継続して控

除を受けることができるため、大きな減税効果があります。 

  最大 400 万円の控除を受けることができます。 

 

＜POINT＞ 

・平成 31年 6月 30 日までに入居した住宅が対象 

・住宅ローン残高の 1％を 10年間、所得税から控除 

・控除しきれない場合、翌年の住民税から一部控除 

・住宅ローンの借り入れを行う個人単位で申請する 

 

 

＜すまい給付金＞ 
自らが居住する住宅の取得に際し、給付金が支払われる制度です。 

新築住宅はもちろん、中古住宅（個人間売買除く）も対象となっています。 

 

＜POINT＞ 

・収入に応じて最大 30万円（消費税 8％時）が受け取れる 

・平成 31年 6月 30 日までに引越し、入居した住宅が対象 

・入居後すぐに申請ができる（確定申告とは別に行う） 

・申請期限は引渡しから 1 年 3ヶ月以内 

  

 

 

給付基礎額は収入額（都道府県税の所得割）によって決まります。給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた 

額（千円未満切り捨て）が給付されます。 

 

このように消費増税後も住宅購入に関する支援策は継続される見込みですが、住宅ローンの金利が史上最低

を更新している現在は、ローン借り入れを考えている方には借り時であると言えるでしょう。 

 

（※５）実際の給付額は、都道府県民税の所得割額によって異なります。給付対象となる住宅ならびに住宅取得者には条件があります。 

※（）内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合 

給付基礎額 持分割合 給付額 × ＝ 
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CSR 活動について 
エルハウジングは、「品質向上」「お客様、社員、協力会満足度向上」「地域社会・環境貢献」のために何が出

来るかを常に忘れることなく、長期・省エネ、制震住宅の安定供給体制確立や月 1回の地域環境整備活動、オ

ーナーズクラブ設立等の様々な継続的な取り組みを行っています。これらの活動に加え、地域社会・環境貢献、

子供たちへの活動支援等、更なる具体的な取り組みを進めています。 

 

＜物品寄贈＞ 
 
京都府乙訓郡 第二大山崎小学校に「薬品庫」を寄贈
しました 
日頃よりエルハウジングの分譲地開発、建設でお世話になっている地域

の自治連合会の皆様に、感謝の気持ちをこめて様々なものを寄贈してい

ます。今回は現在造成中の大型分譲地「円明寺ヒルズ EAST・WEST」の学

区となる第二大山崎小学校に「薬品庫」を寄贈しました。地元に自治連

合会がない為に小学校に寄贈する運びとなりました。薬品庫は地域コミ

ュニティ活動でも利用される理科室に置かれることとなりました。子供

が減少している中で、分譲地を開発することで地域活性化に繋がればと

考えます。 

 

＜スポーツ活動支援＞ 
チアダンス教室 第１弾＠安井幼稚園で開催しました 
9 月 26 日（月）に、京都市立安井幼稚園で第１回チアダンススクールキ

ャラバンを開催しました。ダンスをより身近に感じ、一緒に京都ハンナ

リーズを応援して頂きたいと考えています。 

チアダンススクールキャラバンとは…各校を訪問し、地域の子供たちの

心身の健全育成と表現力を磨くことを目的とし、学校における総合学習

の一貫として男女ともに楽しめるチアダンスを指導します。 

 

＜地域支援活動＞ 
エル夏休み大感謝祭を開催しました 
8 月 6 日（土）、7 日（日）に本社にて、地域の皆

様およびお客様への日頃の感謝の気持ちを込めて

夏祭りを開催しました。今回が 3 回目の開催とな

ります。両日合わせて 600 人以上のお客様に来場

いただき、大盛況となりました。 
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＜POINT＞ 

●2016 年 1 月より販売を始めた分譲地が合計 28 ヶ所、総戸数 252 戸越えを達成しました！ 

●グループ創業以来の 37 年間で培ってきた土地の仕入れ力が、良質な分譲用地を安定して供給することを

可能にしています。 

 

 

注目物件  

色鮮やかなフランス最大のリゾート地「ニース」をイメージ 

◆コモディアテラス長岡京◆  
住所： 京都府長岡京市金ケ原寿先 21-2 他 

南仏ニースのリゾートホテルをイメージしてコーディネートされた、家 

具および照明付きのモデルハウスが公開中です！ 

センター階段を「家族で使える場」としてデザインされた間取りです。 

階段下にはカウンターを設置し、子供たちが家族の気配を感じながら勉強

できる工夫がされています。長い時間を過ごすリビング横に位置しており、

自然と子供たちの創造性を養います。回遊できる階段の途中の秘密基地、

キッチン横のミセススペースなど、使い勝手がよくお洒落な空間を提供し

ます。角地を活かして、周りに気を使わず BBQ を楽しめるスペースも設け、

家族間のコミュニケーションがとりやすい工夫を凝らしています。 

販売日 住所 分譲地名 戸数 販売日 住所 分譲地名 戸数 

1/9 京都市西京区 樫原岡南ノ庄２期  9 戸 5/14 京都府亀岡市 篠町篠赤畑  4 戸 

1/26 京都市中京区 完売西ノ京平町  1 戸 5/21 京都府乙訓郡 円明寺ヒルズイースト 31 戸 

2/6 京都市右京区 嵯峨広沢北下馬野町 2期  3戸 5/21 京都府乙訓郡 円明寺ヒルズウェスト 35 戸 

2/13 京都市南区 久世大藪町 6期 27 戸 5/21 京都府長岡京市 東神足二丁目 22 戸 

2/13 京都府亀岡市 千代川今津 3丁目  1 戸 5/21 京都市左京区 上高野大塚町 11 戸 

2/27 京都市左京区 岩倉中河原町  8 戸 6/4 京都市西京区 山田南町  3 戸 

2/27 京都市西京区 桂千代原町  7 戸 6/11 京都市右京区 嵯峨ノ段町３期  9 戸 

2/27 京都市西京区 完売桂艮町  5 戸 7/9 京都市右京区 嵯峨天竜寺車道町  1 戸 

3/12 京都市右京区 完売太秦開日町 8期  6 戸 7/9 京都市北区 紫野上柏野町  3 戸 

3/12 京都府向日市 物集女町堂ノ前 10 戸 8/6 京都市右京区 太秦安井二条裏  1 戸 

4/8 滋賀県大津市 レイクビュー北雄琴 30 戸 8/20 京都市西京区 大枝東長町 9期  3 戸 

4/9 京都市西京区 完売樫原比恵田町 3期  7 戸 9/24 京都府亀岡市 篠町森上垣内  1 戸 

4/28 京都市右京区 宇多野福王子町 4期  3 戸 10/1 京都市右京区 嵯峨広沢西裏町 6期 16 戸 

5/14 京都市山科区 西野山桜ノ馬場  8 戸 合計 268 戸

5/14 京都市伏見区 完売淀木津町  3 戸  

▼2016 年 販売開始 分譲地一覧▼ 
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＜POINT＞ 

●滋賀県初となる琵琶湖ビュー・グランピング住宅が完成しました。 

●東京首都圏で大ブレイク中の「グランピング」を取り入れた住宅です。 

 

エルハウジングはトレンドを捉えた事業戦略として、グランピング住宅を積極的に展開していきます。第一弾とし

て、分譲地：JR おごと温泉（滋賀県大津市雄琴 5 丁目椿 313-1：全 30 戸予定）にモデルハウスを建設しました。 

 

＜POINT①日よけの整った屋上グランピングテラス＞ 

階段を上るだけで気軽に行ける家族・仲間との格好のコミュニケーシ

ョンの「場」です。「時間」「お金」「距離にとらわれない自分らしい

ライフスタイルを提供します。 

＜POINT②屋外には半外空間を設け、自宅にいながら非日常な時間を

満喫できます！＞ 

株式会社イノベーションが手がける屋上グランピングのパッケージ

「Terrace（テラス）」を採用。日よけがあり快適に過ごすことができ

るスペースを設けることで、屋外にいながらリビングのように寛げる、

プライベートな空間を創出します。 

＜POINT③自宅で気軽にアウトドアを楽しむことができます！ 

友人や近所の方々との交流の場にも最適です＞ 

屋上テラスにはコンセントと水道が設置されており、自宅でバーベキ

ューをしたり、子供達とプール遊びをしたり、気軽にアウトドア気分

を味わうことができます。他者の侵入や、道路への飛び出しの危険も

ないため、安心して子供たちが外遊びできます。また友人やご近所さ

んを招いた交流の場としても最適です。弊社では分譲地の開発におい

て、建物そのものだけではなく、住む方々のコミュニティ形成にも力

をいれています。 

 

＜グランピング住宅建設の背景＞ 

「モノ」の所有から「コト（体験）」へラグジュアリー（贅沢感）に対する消費意識が変化しつつあります。主

要な住宅購入層となる 20代、30代のライフスタイルも多様化しており、住宅分野においても人と人との「豊か

な繋がり」や、「時間の使い方」に価値を求める方が増えている中、そんな方々の需要に対応します。 

屋上活用にあたっては全国で 6,000 箇所の実績を持つ株式会社 innovation（イノベーション）と提携。宿泊施

設やキャンプ場、店舗などで開発が進む『グランピング空間』ですが、生活に身近な住宅（木造）における屋

上でのパッケージ提供は京都の企業では初めての取り組みとなります。 

 
＜新着情報＞ 

・産経新聞 滋賀版  平成 28 年 9 月 13 日掲載、中日新聞 滋賀版 平成 28年 9月 15 日掲載 

・朝日放送「キャスト」 平成 28年 9月 23 日放送 
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＜POINT＞ 

●片付けアドバイザー・石阪京子さん監修のモデルハウスが京都府長岡京市下植野飯田にて完成！ 

●実用書としては異例の 7 万部を売り上げた著書「一生リバウンドしない奇跡の３日片付け」のノウハウ

を反映したモデルハウスです。 

 

＜プロフィール＞ 

片付けアドバイザー・宅地建物取引士 

石阪 京子（いしざか きょうこ） 

夫と大阪で不動産会社を経営していく内に、新居が片付かないために、理想の暮らしを

諦めてしまうお客様がいることに気付く。そこで取り組み始めた「思考を変えて心地よ

い暮らしを提案」するお片付けレッスンが口コミで広がり、片付けアドバイザーとして

活動を開始。「家が片付いただけではなく人生までもが変わった！」という声が広がり、初の書籍「一

生リバウンドしない！奇跡の 3日片づけ」を講談社から出版。現在は数多くのテレビ、雑誌、トーク

イベントに出演。 

 

「一生リバウンドしない奇跡の３日片付け」講談社刊／2014 年 11 月 第 1刷発行 

＜内容紹介＞ 

300 軒以上に及ぶ家々の「片付けレッスン」を実施してきた著者が、「3日で家がまるごと片

付く方法」を書いた本。取り掛かる順番や考え方、しまう場所などさまざまなコツが書かれ

ています。これまでどんな片付け本を読んでも片付かなかった」という方にこそ、おすすめ

したい一冊です。 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ストックルーム 

★食卓のカウンター収納 

★テレビ収納 

大容量のストックルーム！上には便利な可動棚を 

設け、下はカウンターで作業スペースにもなります 

食卓近くはカウンター収納で雑多な物を隠して収納 
することができ、部屋全体がスッキリ美しく見えます 

郵便物やこどもたちのプリント 
などがすっぽり入る奥行です 

★ダブルハンガー 

ダブルハンガーでクローゼットの 
下の余った場所を有効活用します 
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＜カンボジアからの海外研修生＞ 
本年 5月からカンボジア人 6 名（下記）を大工見習として 

採用しています。 

（写真左より） 

ヨン・サンハーさん（31）、ポー・タイレンさん（22） 

スウン・プーロンさん（23）、アイ・ソーウドムさん（22） 

マオ・セイハーさん（30）、ヘン・ヴィボルさん（28） 

研修期間は 3 年間。現場で技能研修を行い、技能検定基礎 2 

級の取得を支援します。日本人の新卒社員大工も今年から 

2 名を採用し、中長期的な職人の世代交代を図ります。逆に 

現場仕事が厳しくなった協力業者の高齢大工は、研修生の指 

導やアフター担当の社員として受け入れを開始しました。 

 

海外研修生インタビュー 

 

Q. カンボジア研修生の１日 

6:30 起床 

7:00 自転車で会社に出社し、車で現場へ向かう 

        現場作業             

12：00 現場で同僚と食事 

    現場作業 

18：00 帰宅 

 

Q.日本で働き始めて５ヶ月経ちましたが、 

何か変化はありますか？ 

日本に来た当初は何も出来ませんでしたが、 

今は少しずつ仕事も覚えこなせるようになってきました。 

日本での生活や仕事も気に入っています。（ヘン・ヴィボルさん） 

 

Q.職場の雰囲気はどうですか？  

日本語がまだ得意ではないことや、全てが初めて取り組む仕事なので 

難しいと感じる時もありますが、現場はとても働きやすいです。 

（マオ・セイハーさん） 

 

Q. 休日はどのように過ごしていますか？ 

主に勉強したり、体を休めたりして過ごします。 

買い物や四条近辺に友達と出かけることもあります。（アイ・ソーウドムさん） 

現場の様子② 現場の様子① 

現場の様子③ 
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会社概要 

称 号 株式会社エルハウジング 

本社所在地 
〒615-0073 京都府京都市右京区山ノ内荒木町 7-58 

TEL：075-882-5900 ／ FAX：075-881-9111 

代表取締役社長 村井 孝彦 

設 立 1989 年 10 月（エル） 

売 上 180 億 4400 万円（グループ全体の 2015 年度売上） 

関 連 会 社 株式会社嵯峨野不動産、株式会社カーサプランニング 

従 業 員 数 171 名（グループ会社含む） 

事 業 内 容 住宅分譲、不動産、注文住宅、マンション、リフォーム、賃貸 

                          2016 年 10 月 3日現在 

■エルハウジング グループ会社紹介 
●株式会社エルハウジング 

（販売部門、広報部門）お客様のご要望を細やかに汲み取り、的確なサポートやアドバイスを提供します。積極的なマーケテ

ィング活動を通して、新たな商品・サービスの開発にも取り組んでいます。（賃貸部門）入居者とオーナーとの間を結びます。

安心・確実な賃貸経営をサポートする管理・運営の一括代行も実施しています。（施工部門）最先端の技術革新に取り組むとと

もに、厳格な検査体制を導入することで、高品質な住まいの実現に努めています。 

●株式会社嵯峨野不動産 

グループの開発部門。綿密な調査で分譲地を厳選し、周辺環境や土地形状に応じた開発プランを立案。住む方の最適なライフ

スタイルを想定し、高品質な家づくりとまちづくりを行います。 

●株式会社カーサプランニング 

新築一戸建てを中心とする不動産・建築会社です。サガノビルドを2010年に社名変更しました。 

 

■沿革 
1977年 5月 株式会社サガノビルド設立 

1979年 4月 京都府京都市左京区岡崎徳成町にて株式会社嵯峨野不動産設立 

1981年11月 京都市右京区太秦朱雀町に本社を移転 

1985年12月 京都市右京区山ノ内荒木町に本社を移転 

1989年 2月 株式会社サガノホーム設立 

1989年10月 株式会社エルハウジング設立 

2001年12月 ISO9001認証取得 

2003年 6月 バウ株式会社設立 

2005年 4月 株式会社エルハウジング 長岡店出店 

2007年 5月 株式会社エルハウジング 亀岡店出店 

2010年 1月 株式会社サガノビルドを株式会社カーサプランニングに社名変更 

2011年12月 株式会社バウ 西大路駅前店出店 

2012年 5月 株式会社エルハウジング 梅津店出店 

2013年 6月 バウ株式会社を株式会社エルハウジングに合併 

2014年 4月 株式会社エルハウジング 長岡店業務を本社に移行 

2015年 7月 サービス付き高齢者住宅「さがの福寿苑」開業  

2015年12月 株式会社エルハウジング 西大路駅前店業務を西院店に移行 

2016年 1月 株式会社エルハウジング 西院店出店  

2016年 9月 株式会社サガノホームを株式会社エルハウジングに合併  
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■２６年間で建築戸数８，０００戸以上 

エルハウジングが 1989（平成元）年に創立されて以来、

約 26 年間で新築戸数は 8,000 戸を数え、京都の住宅

建築ナンバー１となっています。 

1979（昭和 54 年）のグループ創業以来、建築基準の厳

しい古都・京都で、戸建て住宅を中心に建築していま

す。 

 

■お客様の満足度９５．３５％ 

エルハウジングが誇りを持っているのが 

弊社を利用されたお客様の満足度の高さです。 

入居後 4 ヶ月のお客様にアンケート調査を実施して

いますが、2015 年 1 月～2015 年 12 月の調査では、実

に 95.35％のお客様に「満足」とお答えいただきまし

た。この顧客満足度の高さは、最初のご相談からアフ

ターサービスまで、お客様と入念なコミュニケーショ

ンを取ってきた弊社だからこその結果と自負してお

ります。 
 

■数百戸単位で“街”そのものを創造 

そんなエルハウジングが近年、新たに取り組んでいるのが、一戸の住宅だけでなく、街そのものを作ってし

まうという壮大な計画（まちづくり）です。亀岡市で 581 戸、京都市山科区で 110 戸など、大型住宅地を次々

に手がけています。エルハウジンググループ発、新たな街の誕生にご注目下さい。 

 

■安心のグループ一貫体制で、家を建ててからの「お付き合い」 

土地仕入から住宅の建築・販売・アフターサービスまで、グループで全部行うのがエルハウジングの家づく

りです。その一番の強みは企画・設計・営業・工務の各担当者が直接コミュニケーションをとることができ

るので、お客様の声を商品開発にいち早く活かし、きちんとしたフォロ

ーができることです。部署の異なる担当者達がひとつとなって家づくり

に取り組むことで、お客様のご要望によりスムーズに応えることができ

ます。またエルハウジングで住宅をご購入いただいたお客様へのサポー

トとコミュニケーションを目的とした会員制クラブ「エルオーナーズク

ラブ」も開設し、 住宅にご入居いただいた後も、安心してお住まいいた

だけるよう細やかな点検・メンテナンス等のアフターサービスを実施し

ております。エルハウジングでは「住宅をご購入いただいてからのお付

き合いこそ大切にしたい」と考えています。 


