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会社概要

会 　社　 名：オネストアーク株式会社
　　　　　　　　  オネストアーク株式会社一級建築士事務所

　　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

設 立 年月日：平成元年

      
　　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　 在　 地：〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-13-9     
　　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国道6号線沿いマクドナルド横

      
　　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代　 表　 者：小 浜  貴 士    一級建築士　　           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事 業 内 容 ：1.建築一式工事の設計及び施工　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    　2.リフォーム工事　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    　3.不動産仲介・販売・管理　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従 業 員 数 ：14名 (うち専任外注2人、パート2人含む）　　           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・アトリエ建築と共に造る高断熱・高気密の
　デザイナーズハウスの建築　

・事務所、商業店舗、工場等の設計及び施工　

・水回り一式改修　・外回り一式改修　・大規模修繕
・マンションフルリノベーション　・耐震診断改修　

   （本社外観）　　           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   （キッズコーナー）　　           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　
　                     
　　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モデルハウス（葛飾区青戸５丁目）

２

敷地27坪の延床30坪の木造２階建て　展示場のように豪華なしつらえとは異なるが東京
に家を建てる一次取得のお客様のリアルを再現しています。



社内の雰囲気

３

　　　　　　　　
　                     
　　　           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

スタッフの誕生日会 
ゲーム大会 

協力店様との懇親会 

社員だけでなく家族がオネストアークを好きになって欲しい！家族の理解や協力を得ることで 
良い仕事に繋がるという想いから、誕生日休暇の導入、賞与とは別に家族感謝祝いを会社より支給。

 



社名の主旨

　honestとは、『正直』『誠実』『誠実』を表します。
archは、architecture(アーキテクチャー)『建物』『建築家』を
表現した略語を使用しております。

オネストアーク　を漢字で表現しますと『正直建築』となります。

　建築業界に明るい光を指すような『信頼ある建物』をお客様に提供をして、社
員だけに留まらず、関係者一同全員が『誠実な建築家＝人』になれるように努
力していきたいという想いを社名にしました。

　                     
　　　           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４



オネストアークの想い

【ミッション】　
　

　　住まい作りを通して、お客様の求める真の豊かさを共に創造して築いて
ゆき、家族縁満な世の中にする。

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　                     
　　　           

５

人生すべては良い縁から始まります。家族が生まれるのもすべては良い縁からです。
良い縁を永く続けるためには良いプラットフォーム（土台）が必要です。
住まいは一生の買い物だからこそ、お客様に後悔してもらいたくない。

私たちが建てる建物は気密性や断熱性を高めることで一生快適に暮らすことができること、
また、躯体の器の性能を高めたことによる必然性から生まれるデザインは、きっと時代の変化に流されることなく、

お客様の感性に響きながら一生愛していただける建物になると思います。
優れた性能とデザインの２つを両立することで、子や孫の代まで遺す資産価値の下がらない「真の住宅」を造るこ

とに使命をもって進んでいきます。
良い土台の生活が、家族の笑顔と感謝が溢れる社会になると信じています。



オネストアークの想い

【ビジョン】

　日本の住宅業界を劇的に変えるリーディングカンパニーを目指す

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　                     
　　　           

６

わたしたちオネストアークは住宅業界の常識を劇的に変革させ、お客様の生涯のパートナーとなるべく
100年続く企業として社会的存在意義の高い域密着型の住宅会社を目指していきます。

それは地域の方々の誰もが知っている業界ナンバーワンの企業です。
仲間と共に力を合わせ資産価値の高い住宅を適正な価格で、丁寧に造ることに情熱を注ぎ、

お客様の満足度と利益を常に心がけて仕事に取り組んでいきます。
そして社員全員で社会的存在意義の高いこの仕事ができることを誇りに思い、いつの時も夢を追いかけ、社員 1

人1人が主人公になれるよう、魅力ある業界を創っていくことに、
すべての努力を惜しむことなく邁進していきます。



オネストアークの想い

【バリュー】

　　お客様に感動と感謝の思いをいただけることを使命とする！

・いつのときも誠実で正直な心で接し、お客様、家族、社員、仲間、社会、全ての方々に
　感謝の思いをもって行動する

・いつのときもお客様の喜ぶ笑顔を想像し、全力で行動する

・いつのときも仲間を大切に思いやり、信頼関係を築く行動をする

・いつのときも探究することに喜びを感じ、知識や技術の向上を図ることを心がけて行動する

・いつのときも夢や目標をもち、１人１人が住宅業界の模範となるような行動をする

　

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　                     
　　　           

７



　　　　　信頼ある最高品質の建物をお客様に提供すること

1.施主様にはもちろんのこと、現場を見た方がオネストアークで建物を建てたいと感
じてもらえるように、現場を常に綺麗に保つこと

2.従業員及び関連業者様に、オネストアークで家を建てたいと思わせるような現場
管理及び品質管理を徹底すること

3.日々技術向上に己自身を磨き上げ、従業員及び関連業者様と共に切磋琢磨し、
関わる人々が成長し続けること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　                     
　　　           

オネストアークのこだわり

８



一戸建て直近の施工事例（2020）

９



一戸建て直近の施工事例（2020）
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自動車整備工場施工事例(東京都世田谷区)
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店舗施工事例(事務所、美容院、ネイル、居酒屋等)
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専門学校施工事例(東京都新宿区)
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専門学校施工事例(内観)
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募集要項(共通)

15

応募資格①2022年3月卒業見込みの大学院生・大学生
　　　　②2022年3月卒業見込みの建築専門学校建築学科の方
　　　　③2021年3月卒の第二新卒の方。
　　　　④25歳までの方(３号のイによる)
　　　　⑤普通自動車免許をお持ちの方(AT限定可)
就業場所：東京都葛飾区青戸4-13-9 オネストビル
就業時間：9時～18時(現場やお客様の都合により変動有り)

　　　　　



募集要項(建築施工管理)

16

給与：建築施工管理職　月給24万円(固定残業代20時間３万千円分含む)　
　　　　　　　　　　　賞与年２回(６月・１２月）
　　　　　　　　　　　※年間で月給の２ヵ月分(2020年度実績)
　　　　　　　　　　　※６月決算の為、新卒入社の方は翌年６月から
　　　　　　　　　　　満額支給になります。
　　　　　　　　　　　昇給年１回(６月)
　　　　　　　　　　　※昨年度実績 5千円/月
試用期間：３ヵ月(同条件)
年間休日：１１０日以上
休日：週休二日制(日曜日とその他の曜日１日)
　　　※休日出勤が発生した場合は、その他の曜日で代休を消化。
有給休暇：初年度は入社６ヵ月後に１０日付与(消化推奨)
その他休日：年末年始休暇・GW休暇・夏期休暇・誕生日休暇
各種保険：社会保険・厚生年金・労災保険・雇用保険

　　　　　　　　
　　　
　　　　　　　　　



募集要項(建築施工管理)

仕事内容：お客様や業者様との打ち合わせ、工程管理、品質管理、現場巡回
　　　　　業者様の手配、資材発注、各種申請書類作成、積算業務、現地調査

１日のスケジュール(抜粋)
９：00 出社、確認作業(予定・メール等)、関連業者様に連絡
10：00 現場巡回、点検、作業員への指示、工事写真の撮影等
12：00 昼休憩
13：00 現場巡回、点検、作業員への指示、工事写真の撮影等
15：00 帰社、打ち合わせ、作業報告、業者様に連絡、積算業務等
17：00 明日の準備、日報作成
18：00 退社
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募集要項(注文住宅営業)

18

給与：注文住宅営業職　月給23万円(固定残業代20時間３万円分含む)　
　　　　　　　　　　　賞与年２回(６月・１２月）
　　　　　　　　　　　※年間で月給の２ヵ月分(2021年度実績)
　　　　　　　　　　　※６月決算の為、新卒入社の方は翌年６月から
　　　　　　　　　　　満額支給になります。
　　　　　　　　　　　昇給年１回(６月)
　　　　　　　　　　　※昨年度実績 5千円/月
試用期間：３ヵ月(同条件)
年間休日：１１０日以上
休日：週休二日制(日曜日とその他の曜日１日)
　　　※休日出勤が発生した場合は、その他の曜日で代休を消化。
有給休暇：初年度は入社６ヵ月後に１０日付与(消化推奨)
その他休日：年末年始休暇・GW休暇・夏期休暇・誕生日休暇
各種保険：社会保険・厚生年金・労災保険・雇用保険

　　　　　　　　
　　　
　　　　　　　　　



募集要項(注文住宅営業)

仕事内容：家づくり勉強会開催、お金の勉強会開催(個人)、ライフプラン提　　　　　　
案、銀行仮審査申込、家を建てるための土地探し、
　　　　　一次契約取り交わし、お客様と建築家と打ち合わせ、見積作成、
　　　　　請負契約取り交わし、メーカーショールーム案内、地鎮祭、
　　　　　完成見学会開催等
　　　　　※上記仕事内容は、注文住宅営業職のフロー順に記載してます。
１日のスケジュール(抜粋)
９：00 出社、打ち合わせ準備
10：00 お客様と打ち合わせ
12：00 昼休憩
13：00 打ち合わせ資料作成
15：00 土地現調
16：00 帰社、土地の提案資料作成、日報作成
18：00 退社
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説明会 
内 
定 

採用選考の流れ 

面接から内定まで約１週間〜2週間 

 
適性検査 

 
最終面接

 

選考フロー

20



職場 
見学会 

入 
社 

内定承諾後の流れ 

 
内定式 

 
入社前 
研修

 

内定後フロー

８月９月予定 　１０月予定 　１月予定 　４月
21



導入研修 
 

配 
属 

入社後の流れ 

外部研修 
(初期研修,住宅FP研修 
、施工管理研修、積算研
修等) 

 

 
ビジネス 

マナー研修
 

入社後フロー

　　初日 　２週間 　１週間
22



代表メッセージ

オネストアークの社名には、『正直・誠実・建築』という英単語が含まれており、
『正直であり誠実な建築家集団であること』『信頼ある建物をお客様に提供すること』
の理念を基に社業をしております。
『建築が好きで好きでたまらない』『建築を通じて夢を実現したい』
『建築にひたむきに向き合いたい』『建築を通じて目の前のお客様を感動させたい』
『建築のあらゆることに挑戦したい』
上記で一つでも共感できる熱い心をお持ちの方は、是非ご応募ください！！
心置きなく語り合いましょう！！                                       
 たくさんの方にお会いできるのを心よりお待ちしております！！
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