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はじめまして。オリジンホームです。



オリジンホームのコンセプト

そう ぞう

つ く

～想像を創造る～

私たちは、お客様の家づくりに対するあらゆる想いを形にします。

家族が憩い、笑顔溢れる心地よい空間づくりをご提案します。

お客様の要望に寄り添い、ご納得・ご満足していただけるまで、

きめ細やかにサポートさせていただきます。

家を買う⇒心豊かな自由な暮らしが出来る⇒幸せになる

そんな「幸せのサイクル」を私たちと一緒に作りませんか？

それがオリジンホームのコンセプトです。

そうぞう つ く



オリジンホームの家づくり

・自由設計ができる

ライフスタイルや家族構成、敷地条件

に合わせて自由に設計できます。

・予算配分ができる

『こだわりたい部分』にはしっかり

費用をかけ、『こだわらないで

いい部分』はリーズナブルに

というように、決められた

予算内でのご提案をします。

想像を創造る

子供が

のびのび育つ

木の家

ライフスタイルに

合わせた

プランニング

経済的に

ゆとりのもてる

コスト

「自分の家が一番！イメージ通りに建てた。
ここで建てて本当に良かった！」

他の色々な住まいを見て決めたのですが、ウチの家が一番いい。
家族みんなの思い入れが詰まった自慢の家です。選べるプラン
が沢山あり、思い通りの家がスムーズにできました！！

「子供が床でお昼寝する気持ちいい家。
一緒に私もお昼寝しちゃいます。」

子供が自分の布団があるのに床の方が気持ちいいらしく、床で
寝るんです。前のアパートではそんなこと全く無かったのに、今で
は私も主人も休みの日には３人川の字でお昼寝しています。

「あきらめなくて良かった！
嬉しくて毎日早く帰っています。」

銀行でローン審査されるのも嫌でマイホームを避けていました。
簡易審査で買えることがわかり、実際に建てられました。今までと
変わらない支払いで夢のマイホームが手に入りました。住み心地
も抜群です。

つ くそうぞう

Aさん(30代主婦 子供1人）

Bさん(20代男性 子供なし） Cさん(30代ご夫婦 子供2人）



住まいづくりのスケジュール

１．家づくりについてのご相談

２．資金計画（土地・建物・住宅ローン）

３．設計のお申込み

４．基本設計スタート

５．詳細見積もり

６．ご契約（いよいよ本格的なスタート）

７．詳細打ち合わせ（間取り･仕様･照明など）

８．承認・申請（施工図面の承認・建築確認申請など）

１０．上棟際（骨組みが完成し、完成間近！）

９．地鎮祭・工事着工

１１．完成・お引渡し式

１２．入居後（長いお付き合いの始まり）

オリジンホームのスタッフが
分かり易く丁寧にお客様が納得
出来るまで何度でも説明します
のでどうぞご安心ください。



“幸せな住まい” という価値

実際に目を閉じて“幸せな住まい”を思い浮かべてみましょう。

“幸せな住まい”に帰った時

・どんな人が迎えてくれますか？

・誰がそこにいますか？

“幸せな住まい”のリビングについて

・そこはどんなリビングですか？

・そこから何が見えますか？

・あなたはそこでどんなことをしていますか？

オリジンホームは、「どんな暮らしが出来るのか？」「どんな毎日が訪れるのか？」

ということをお客様の目線に立って考え、同年代の子育てに奮闘されているパパ・ママが

「本当に欲しい」「本当に住みたい」と思える住まいづくりが出来るよう、精一杯

お手伝いさせていただきます。



忘れてはいけない大切なポイント

「暮らし」と「時間」
を買う

生活に余裕のある
返済計画

ワクワクするような
楽しい家づくり

趣味を楽しんだり
心が豊かになる自由な暮らし

ローンの返済に
追われる毎日

「家」を買う

なんとなく
言われるがままの家づくり

様々な制限に縛られ
我慢しないといけない暮らし

楽しく過ごしていく
「時間」を競う家

家の形式･大きさ･豪華さ
などの「外面」を競う家



オリジンホーム 商品ラインナップ

月々支払い例 57,018円～
※自己資金100万円・ボーナス払い無し・フラット35・金利1.06%の場合

シンプルにお得に自分らしくセレクトしてカスタマイズ。
多くの家族にお手頃価格で健康的な楽しい家を提供します。

Origin Style オリジンスタイル

（建物価格のみ。土地・諸費用別）



1,500万円台からの家づくり
子育てママへのプレゼント！安心のコミコミ価格！
家族安心あったか＆健康ハウス ※建物価格のみ。諸費用別途必要

シンプルスタイルカントリースタイル

ナチュラルスタイル ジャパニーズスタイル



リフォーム・改築もお任せください！

公的制度を利用しておトクで賢いリフォームを！

『リフォーム支援制度』のご紹介
「耐震リフォーム」や「省エネリフォーム」を行う際に上手に活用したいのが、

国や地方自治体が提供している『リフォーム補助金』や『リフォーム減税』です。

ただし、これらの制度は、申請しなければ適用されないうえ、工事の前後に申請が必要など、

手続き上の注意点もあります。

手始めに、様々な支援制度を知ることから始めてみませんか。

リフォーム減税

リフォーム補助金

省エネ住宅ポイント制度

リフォーム減税とは、リフォームすることで｢所得税｣の控除や｢固定資産税｣の減額、

｢贈与税｣の非課税措置を受けられる減税制度です。対象となるリフォームは、

｢耐震リフォーム｣・｢省エネリフォーム｣・｢バリアフリーリフォーム｣の３種類がメインで、

リフォーム補助金と比較すると、対象となるリフォームが限定されます。

国や地方自治体･介護保険などが、耐震工事などのリフォームを対象に行っている

リフォーム支援制度。リフォームにかかった費用の一定の割合を助成するものが

一般的で、ほとんどの助成金には上限金額があります。自治体によって支給要件や

補助金の額が異なり、リフォーム工事の着工前に申請しなければならないものも

多いため、事前にどのような補助金があり、どのような手続きが必要になるのか

チェックが必要です。

省エネ住宅ポイント制度は、省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及とともに、

消費者の需要を喚起し住宅投資の拡大を図ることを目的とし、一定の省エネ性能を

持った住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品などと交換できるポイント

を発行する制度です。



思い出がある住み慣れた我が家。だけど傷んできたり間取り

が使いづらくなったり不満も出てきます。そういったお悩み

を解決するアイデアをご提案します。

年数が経つにつれて、一番老朽化が進むのが水回り設備。

毎日使うものだから快適にしたいですよね。

お客様のライフスタイルに合った設備をご提案します。

アレルギーやアトピー対策に効果のある自然素材リフォーム。

天然素材の珪藻土や赤松の無垢材は有機物質を出さず、室内の

空気がキレイになります。肌触りも格別です。

性能を向上させるリフォームはこれから先長く快適に、安心

して暮らす為には必要不可欠です。冬暖かく、夏涼しい、

地震や台風などの災害にも強い家にリフォームします。

一戸建てだけでなく、マンションのリフォームもお任せ

ください。間取りを変えたり、インテリアを一新すること

ができます。内窓を設置して断熱効果を高めることも可能です。

リフォームするか建て替えをするかでお悩みの方は、

オリジンホームにご相談ください。中立の立場から、

本当にお客様にとってどちらが良いのか一緒に考え

アドバイスします。

施工例

畳敷きの二間だった和室を赤松の

床と珪藻土の塗り壁で仕上げた居間。

和モダンな空間となりました。

従来の浴室からユニットバスに

リフォーム。断熱性能が高く、

お掃除のしやすいお風呂場になりました。

内装リフォームによって明るい

空間になったダイニング。



志岐 侑市朗

氏本 麻衣子

日高 有紀子

①出身地 ②血液型 ③あだ名 ④趣味 ⑤好きな言葉 ⑥一番嬉しかったこと ⑦休日の過ごし方

⑧好きなTV番組 ⑨一番欲しいもの ⑩仕事をする上で、大切にしていること

①福岡県

②Ｏ型

③にいちゃん

④筋トレ

⑤死ぬ事以外かすり傷

⑥新たな出会い・挑戦が

出来ていること

⑦筋トレ・映画鑑賞

⑧お笑い系

⑨頭脳

⑩相手の立場になること

お客様を含め、関わって

いるすべての人に対し、

出会いと感謝の心を

大切にしていきます。

①宮崎生まれ福岡育ち

②Ａ型

③まいこさん

④買い物・食べること

⑤やってしまった後悔は

段々小さくなる。

やらなかった後悔は

段々大きくなる。

⑥花束・手紙を貰ったこと

⑦お出掛け・時々ジム

⑧劇的ビフォーアフター

⑨広い家・家具家電

⑩丁寧に、気持ちや想いを

込めて取り組むこと

①宮崎県

②Ｏ型

③ゆきちん

④飲みに出ること

⑤楽

⑥1ヶ月のヨーロッパ旅行

⑦家…たまにジムで運動

⑧お笑い番組

⑨愛・お金・才能

⑩人との繋がり

うじもと まいこ

し き ゆういちろう

ひだか ゆきこ

大志建設（株）住宅事業部 オリジンホーム スタッフ紹介

営業部長

住宅アドバイザー
整理収納アドバイザー２級

アシスタント



下木原 正一

①コリン星

②しょういち

③海・ウエイクボード

④やられる前にやってやる

⑤誰のため、何のためかをよく理解して

誰のため、何のために全力を尽くす。

大山 真志

①福岡県

②しんちゃん

③子供と遊ぶ

④一期一会

⑤一生懸命にこなすこと

土内 満雄

①東京都武蔵野市

②つっちゃん

③下手なゴルフ

④時は金なり

⑤信頼・良い物を造る。達成感

加島 進

①福岡県

②オヤジ

③バス釣り

④なんくるないさ

⑤丁寧・忠実

①出身地 ②あだ名 ③趣味 ④好きな言葉、座右の銘⑤仕事をする上で、大切にしていること

大志建設（株）仮設工事・土木・総務部 スタッフ紹介

志岐 早耶香

①福岡県

②さやか・さやかさん

③子供と遊ぶ事・カラオケ・お酒

④継続は力なり

⑤任された事は確実にやりこなす

みんなへの感謝を忘れない

倉富 崇

①福岡県久留米市

②たかし

③スノボ・子供と遊ぶこと

④有言実行

⑤目配り・気配り

松瀬 慎治

①福岡県

②松っちゃん

③麻雀

④有為転変

⑤メリハリ

畑田 大輝

①福岡県

②だいき

③子供と遊ぶこと

④人生一度きり

⑤使いやすい足場を組み立てる

岡部 晃明

①熊本県

②てる

③アウトドア

④責任感

⑤感謝の気持ち

営業部部長 工事部部長 安全部部長 技術部部長

土木部顧問 工事部 工事部 工事部

総務部

西島 沙希

①福岡県

②沙希ちゃん

③料理

④七転び八起き

⑤報連相・確実、確定・気配り



事業内容

沿革
平成20年 志岐工業創業

平成25年 大志建設株式会社に商号変更

平成29年 オリジンホーム設立

会社名 オリジンホーム 大志建設株式会社

代表者 志岐 浩二

設立 平成25年3月1日

資格 福岡県知事許可（般-25）第107261号

所在地 福岡県春日市春日原北町2丁目20-11

ＴＥＬ 092-586-7564

ＦＡＸ 092-586-7563

M a i l origin-home@taishi-kensetsu.com

会社概要

●仮設事業

●土木事業

●建築事業

●解体事業

●環境事業

●リニューアル事業

♦住宅事業♦

・新築戸建て・ご提案・施工

・リフォーム・リノベーション工事

・太陽光発電パネル工事

・各種セミナー、イベント開催

代表取締役 志岐 浩二

代表挨拶
プロフィール

｢出身地｣：福岡県

｢趣味｣：子供と遊ぶ・写真・読書・食べること・飲むこと

｢休日の過ごし方｣：5人の子供と遊ぶ・公園や買い物に行く

｢好きな言葉｣：一途一心・日々挑戦

｢欲しい物｣：どこでもドア

｢嬉しかった事｣：子供にパパと結婚したいと言われたこと

｢仕事をする上で大切にしていること｣

・目の前のお客様を大切にし、その方の為に貢献すること

・日常の当たり前を有難く受け止め、感謝を伝えること

平成２０年に足場専門業者として創業し、事業開始から現在に至るまで、私たちが今まで

培ってきた建設業界の情報・知識・経験・技術で、何かお役に立てることはないだろうかと

考え、人の生活に欠かせない「衣・食・住」の中の「住」の分野で、人と社会に貢献する

ことを目指すようになり、住宅事業を設立しました。

お客様一人ひとりの笑顔が私たちにとっての貢献です。

最高の笑顔で「ありがとう」と言って頂けるサービスを提供できるよう、感謝の気持ちを

忘れずに、挑戦することを恐れずに、人と社会への貢献へ、一途一心に取り組んで参ります。



さあ、最高の“幸せづくり”を始めましょう。




