最高の自分を目指す人生
～ 価値観を共有できる人生の仲間作り ～

HGCらしさ

ー人物像を目指すー

社族として 人生の仲間として 苦楽を共に挑戦できるひと
自分に携わる人が 笑顔で幸せになれるひと

大人としての徳があり 子供のような素直さを持つひと
人生の考えを語れるが ジョークもうまいひと
有意義も好きだが 無意味なことも好きなひと

働きがいのある会社にする為に 働きがいを作れるひと
スーツも着こなすが ジーンズも穿きこなすひと

あ な たらしく
輝 ける 場 所 が
ここに あ る
仕 事も遊 びも人 生、

ウキウキ・ワクワク
楽しくを追求

人生の仲間づくりができ 社交も上手なひと

協調もでき 意見もでき 自分を見せることの出来るひと

自分に厳しくないのがひと だから自分に厳しく出来るひと
常に冷静だが 時には情熱的になれるひと

上質にはこだわるが 贅沢は好きじゃないひと
常識は持っているが 決して縛られないひと
楽をする為に 努力を惜しまないひと
自信はあっても過信はしないひと

仕事も遊びも「バリバリ・面白く・楽しい」と欲張りなひと
自分の事はうっかりしても 相手の約束は守るひと
一度決めたらブレない 根を差し一流を目指すひと
アホなことも言うが 好感の持てるひと

ハラグループカンパニー
グループ CEO 原 隆之

Recruit
2024

本部/〒723-0134三原市新倉2-12-1 TEL0848-60-2076 FAX0848-30-9009

[新卒・中途入社のご案内]

新築・建設・不動産・リフォーム・エクステリア・飲食

ハラグループカンパニーとは

グループ構成

ハラグループカンパニー６社紹介

ハラグループカンパニーは、グループ各社の経営管理を行う
（株）HGCホール

ディングスを母体に、
「ピンクの看板」でお馴染みのタカシン・ホーム /（株）

嵩心、総合建設業の関西住建（株）
、窓やアルミ建材・エクステリア等の販売

株式会社 HGC ホールディングス

施工を行う原建具工場（株）
、コメダ珈琲店・シャトレーゼに FC にて飲食事業

を行うタカシン・コラボ ( 株 )、不動産業を行う ( 株 )マコトエステートの６社

で構成し、現在は広島県内外にわたり広範囲で事業展開を行っております。

広 島 県 三 原 市 本 社に は、見 て、触 れ て、体 感 で き るショール ーム が あ り、

カフ ェ の よ う な 雰 囲 気 を 楽 し み な が ら 打 ち 合 わ せ が できるスペース
とお客様窓口を併設しております。また、�,���坪の敷地内にはグループ�社

が使用している資材置き場やイベントスペースなどとして使用できる

大型倉庫、講演会や式典が行える大ホール、スタッフの憩いの場として
リフレッシュルームを設置しています。

HARA GROUP COMPANY CEO Top Message

人の幸せに貢献する心儲けの会社を目指す

持株会社としてグループ会社の経営管理、
並びにそれに付随する業務

HGC ホールディングスは、ハラグループカンパニー事業会社５社の経営管理
を行う。それぞれ専門性に特化した事業に集中できるよう健全な経営を行う
管理会社として各事業会社をバックアップしています。
本社 〒���-���� 広島県三原市新倉 � 丁目 ��-�
●設立／ ���� 年●資本金／ �,��� 万円●代表者／代表取締役会長

原 隆之

取締役副社長

ビル・マンション・店舗開発・太陽光発電システム販売・施工などの
大型建設事業

住宅事業（注文住宅・分譲住宅）
・リフォーム事業・不動産事業

設計士＆インテリアコーディネーターと創る、自由発想の家。
タカシン・ホームはお客様の気持ちを大切に受け止め、笑顔と夢を育み、
家族の絆を深める健やかな空間をお客様と共に創って参ります。

人に優しく、災害に強く、街並みを美しく。総合建設業として、公共施設、
ビル、商業施設、マンション、アパート、土地造成など、さまざまな開発事業
を通じて住みよい郷土づくりに貢献いたします。

〒723-0134 広島県三原市新倉 2 丁目 12-1

福山・尾道営業所
〒729-0104 広島県福山市松永町 6 丁目 10-34

我がグループのグランドデザイン・社是・経営理念を根底に、世の為人の為に存続し続ける会社であり

福山住宅販売センター
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町 5 丁目 10-9

地域社会から必要とされ、役に立つ会社でなくてはならないと考えております。
HGCホールディングス

リフォームショップ三原本店 [ リフォーム事業部 ]
LIXIL リフォームショップ加盟
〒723-0134 広島県三原市新倉 2 丁目 12-1
ユメカハウス本部
〒723-0134 広島県三原市新倉 2 丁目 12-1

や判断などの基準）を共有して事業を行って参ります。次に、人を育て成長させ、「素直で謙虚でやる
気のある人」を創る会社を目指し、全スタッフが物心両面の幸福と、お互いが協力し合える経営を行って

●設立／ ���� 年 ●資本金／ �,��� 万円
●代表者／代表取締役会長 原 隆 之 代表取締役社長

参ります。そして、ビジョンを掲げ、公言し、最短距離でスタッフが成長する為に挑戦で き る 環 境

を創っていくことが、スタッフの幸福に結びつける私の使命とも思っております。また、自分は「ハラ

出雲

本社

〒723-0134 広島県三原市新倉 2 丁目 12-1

岡山営業所

〒700-0975 岡山県岡山市北区今 2 丁目 6-10 内田ビル 203

●設立／ ���� 年 ●資本金／ � 億円
●代表者／代表取締役会長 原 隆 之 代表取締役社長

東広島営業所
〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇 4058-1

が母体となり、各グループ会社が生業を通して、地域社会に貢献し、スタッフと共に価値観や規範（行動

隆貴

関西住建株式会社

株式会社嵩心 / タカシン・ホーム

本社

原

淺野 毅

公將

グループでこうなってやる」と、スタッフ自身が目標を持ち、自分ビジョンを実現できる環境を創って

参ります。ハラグループカンパニーの経営とは、
「価値観を共有できる人生の仲間づくりであり、
自分磨きである。
」また、
「仕事も遊びも人生です。目的・目標を持ってウキウキ・ワクワク楽しくなければ

本社ショールーム

人生ではない。
」仕事が出来ることに感謝し、家族・社族の絆を大切にして、地域社会、お客様から必要

三原市区域市町村圏事務組合不燃物処理工場

モデルハウス

とされ、人生を謳歌できるハラグループカンパニーを目指して参ります。

ハラグループカンパニー グループ CEO

株式会社HGCホールディングス 代表取締役会長 原 隆 之

広島県売上高伸長率

No.�
注文系ビルダー

社会的評価では、タカシン・ホーム /( 株 ) 嵩心は 全 国 優 秀住 宅
研究会 2021で審査項目の業績伸び率、受注棟数伸び率、
おもてなし

原建具工場株式会社 / 原サッシセンター

タカシン・コラボ株式会社

株式会社マコトエステート

飲食事業は、コメダ珈琲店三原皆実店・シャト
レーゼ広島舟入店の運営を通じて、皆様に快適
なひとときと食の美味しさをお届けしており
ます。スタッフ一同、真心を込めたおもてなし
に努めて参ります。

不動産事業は賃貸不動産管理、賃貸・売買の仲介、
買取、不動産コンサルティングを通じてオーナー様
をはじめ地域社会、お客様から必要とされる企業を
目指して参ります。

サッシ・エクステリア事業

飲食事業

本社

本社

原建具工場の事業は、グループで最も長い創業
�� 年以上の歴史があります。窓・ドアなどのサッシ
工事から、カーポート、
テラスなどのエクステリア
まで、新規工事や修理・交換・リフォームを行い、
快適な暮らしのお手伝いを致します。

不動産事業

品質の厳しい審査内容で 2 年連続で全国1 位を獲得しております。
また、全国のハウスメーカー・工務店の数万社の中での売上高伸長率
（18→20 年度）は「全国６位」で広島県下では「売上伸長率1位」
となっております。（※㈱住宅産業研究会調べ）

１

〒723-0134 広島県三原市新倉 2 丁目 12-1

●設立／ ���� 年●資本金／ �,��� 万円
●代表者／代表取締役 原 隆 之

シャトレーゼ広島舟入店

コメダ珈琲店三原皆実店

〒723-0134 広島県三原市新倉 2 丁目 12-1

●設立／ ���� 年●資本金／ �,��� 万円
●代表者／代表取締役 原 隆 之

本社 〒723-0134 広島県三原市宮浦 6 丁目 7-22

●設立／ ���� 年●資本金／ ��� 万円
●代表者／代表取締役 原 隆之
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my smile family

設計企画部

リフォーム事業部 [LIXILリフォームショップ]

住まいのベストプランを設計・提案する仕事。

お客様の思い出がたくさん詰まったお家への

ヒアリングしてプランの立案・提案を行います。

や困り事を解決するご提案をしています。
小さな

商談時から同席、お客様から直接ご要望を

打ち合わせ用図面の作成・修正はもちろん、

楽しい・嬉しいを共有するハラグループカンパニーの仕事を紹介!

必要な図面作成から申請手続きも仕事の一つで

す。お客様と一体となり住宅をつくりあげます。

工事は施工管理まで行うケースもありますし、
リノベーションの場合はグループ内の設計士・
現場監督とチームを組み、協力してお客様に
アプローチします。

住宅営業部

住宅工務部

原建具工場 ( サッシ部・製造部 )

管理部 ( 総務課・経理課・財務課 )

お客様と共にマイホームの夢を共有、実現まで

着工前の打ち合わせから、引き渡し・アフター

サッシ等の住宅建材の販売・施工を中心に、

総務課は、主に来社されたお客様の接客や電話

からお家のプラン・見積作成 、資金計画、土地

お仕事です。
工程や品質の管理はもちろんお客様

の販売・施工も行っております。創業 �� 年

経理課・財務課はお金の流れを管理する仕事で、

お手伝いをする仕事です。ご要望のヒアリング
探しなど、サポートの内容は多岐にわたりま

メンテナンスまで、
住まいを形にする大切な

との人間関係の構築や配慮も仕事。忙しくて現場

す。長い時間をお客様に寄り添いながら、共

の様子を見ることができず不安に感じている

お引渡しをする瞬間は感動そのものです。

メールなど ) でお客様に随時お送りしています。

に家づくりを進め、素敵なお家が完成して

お客様の為に、工事の進捗状況を写真 (LINE・

カーポートやウッドデッキ等のエクステリア
以上の歴史の中で培われた経験や高い技術力

で、ご満足していただけるように心がけて
います。

対応の他、一般的な事務の仕事を行っています。
具体的には現金の出納管理や立替経費の精算業務、
伝票の記帳・整理が主な仕事内容です。毎月、
取引先への請求・集金、および社員の給料や
取引先への支払い業務などもあります。

建設営業部

建設工務部

ビルやマンション、店舗や施設の建設案件を

建設工事の施工計画や、現場での工程、品質

事業計画目標を達成するために、市場リサーチ・

飲食事業 は、コメダ 珈琲店 三原皆実店・シャト

設計の変更等に柔軟に対応するためにも、建築

成果を導き出す仕事。
自社の商品を理解した上で、

と快適なひと時と食の美味しさを提供しており

の成果までしっかり効果分析・改善を行います。

携わる様々なノウハウを習得し、ハラグループ

オーナー様と直接やり取り、ヒアリングを行い、
社内の各部署と連携を取りながら企画書を作成
し、提案しています。人々の生活の利便性や豊

かさを支える建設営業は、社会貢献度も大きく、
やりがいのある仕事です。

3

建築確認申請図面や長期優良住宅、性能評価に

想いを大切にして、現状を活かしながら、問題

コストを管理するのが建設施工管理です。急な
の知識や技術が必要とされます。施工管理は
年齢やキャリアも違う職人たちを仕切る仕事

なので、リーダーシップやマネジメント能力が
求められます。

経営企画部・マーケティング課・情報システム課

集客・マーケティング分析を繰り返しながら
企画の立案・ＷＥＢ・宣伝ツールの作成し、
その先

また他部署との打合せ・連携を図り、お客様に
喜んでいただける体制を作る大切な仕事です。

タカシン・コラボ(コメダ珈琲店・シャトレーゼ)

レーゼ広島舟入店の運営を通じて、皆様に癒し

ます。仕入先、接客方法、販売促進など、経営に
内でもグループスタッフのクオリティー磨き
に 活かしていく活動をしています。

※通常営業時間／�:��~��:��(閉店)
※シフト制(�時間勤務)
※上記のスケジュールはコメダ珈琲店
の一例です

4

ハラグループカンパニーの先輩社員から、あなたへメッセージ
住宅営業部所属・本社勤務 勤続年数 � 年

一番嬉しかったことは何ですか？

ハラグループカンパニーの先輩社員から、あなたへメッセージ

木下 大宙 Kinoshita Sora

住宅工務部所属・本社勤務 勤続年数 � 年

仕事のやりがいは何ですか？

家づくりの感動を共有できる事

知識以外の大切なことで選ばれた事

私が入社 � 年目の時、お客様の対応を初めたばかりの頃の出来事

住宅工務部の仕事のやりがいは、家づくりの感動を共有できること

状態でした。住宅の知識以外で、できない部分を誰でもできる挨拶

家は一つとして同じものはありません 。立地的にも施工的にも

です。住宅での知識はまだまだ浅く、対応にも慣れていない不安な

だと思います。多くの人が携わり、多くの人の思いが集まってできた

や言葉遣い、礼儀などでカバーできるようにという思いで臨んで

苦労した現場で、沢山の打ち合わせを重ね、お引き渡しの際に

いました。そんな中でヒアリングから始まり、物件案内、打ち合わせ

お客様に涙を流して喜んでいただけたことが今でも忘れられない

を行っていくうちにお客様との距離が縮んでいき、最終的に希望

嬉しかったことの一つです。会社で最初に教えてもらった「いい

の新築へお引渡しをすることが出来ました。お客様とお話を

家づくりは笑顔から。思いやりを持って人を大事にする。」を

していく中で礼儀の良さで木下君なら大丈夫だと思ったから

モットーにお客様の思いを気軽に話してもらえるように、

契約したよ、と言って頂けて嬉しかったです。

これからも笑顔を大切に仕事に取り組んでいきます。

設計企画部所属・本社勤務 勤続年数 � 年

あなたの仕事はどんな仕事ですか？

佐藤 雪乃 Sato Yukino

お客様の幸せを第一に考える仕事

この会社で仕事をしていく中で、どの業務にも共通して『お客様の
ことを第一に考えること』が重要な仕事だと感じました。 お客様
の目線や、ライフスタイルに合わせたプランや間取りなど様々な

角度から考えます。大変だなと感じることはありますが、
「どんな

お願いでもいつもニコニコと対応してくれるからとても嬉しい」
など、お客様からのお声がとても嬉しく、やりがいを感じて

います。入社 � 年目でまだ経験も少なく先輩や上司の方に教えて
いただきながら業務に取り組んでいますが、お客様とのコミュ

建設工務部所属・本社勤務 勤続年数 � 年

仕事上で大変な事はありますか？

小さなことまで現場段取りが大切！

飲食事業部所属・シャトレーゼ広島舟入店勤務 勤続年数 � 年

ハラグループカンパニー各社では、技術や知識を

大切と考える一方で、人間性とやる気、素直で謙虚な
人材を評価する社風を貫いています。

飲食事業部の魅力は何ですか？

男女や年齢を問わず活躍できる企業を目指しており、

全ての仕事に共通することとは思いますが、やはりお客様に喜んで

努めています。

というお言葉を頂くと自然とこちらも笑顔になり嬉しい気持ちに

社員みんなが笑顔で働けるような職場づくりに

写真

頂けた瞬間です。一番多くその瞬間を感じるのは、お誕生日ケーキ・
バースデープレートをお見せした瞬間です。笑顔で「ありがとう」
なります。イベント用のお菓子の詰め合わせの大型注文を頂いた

時、事前に予算とイベント内容を聞いていたのでお客様に合った
お菓子を取り置きしていることを伝え、詰め合わせの内容提案
したところ大変喜んで頂くことができました。これからもお客様

鋳鍋 優作 Inabe Yusaku

経営企画部マーケティング課所属・本社勤務 勤続年数 � 年

我が家のような温かい職場

この段取りを怠れば現場管理が思い通り行えないので、業務の中

環境が整っていたので安心して休暇を取ることができましたし、

を大事にしていれば協力してくださる方が存在します。ミスなく
段取りを行うことは当たり前ですが、コミュニケーションを
とることも仕事の一つだと私は思います。

安藤 純 Ando jun

会社の好きなところは何ですか？

私はハラグループカンパニーのスタッフの一員であり、一児の母

で一番難しいと感じています。ただ、普段からコミュニケーション

Tashiguchi takuro

お客様の笑顔が間近で見れること

業者様と施主様・設計士との橋渡し役となり、図面通り施工を行う
事が現場監督の役目です。その中で重要となるのが段取りです。

田志口 拓郎

に寄り添った接客を心掛け、喜んで頂けるよう努めていきます。

ニケーションを大切に頑張っていきたいと思います。
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藤田 和明 Fujita Kazuaki

でもあります。産休・育休を経て復帰しました。子育てしやすい
育休が終わった今も子供が熱を出して早退しなければならない

時など快く送り出してくださいます。やさしく見守ってくださる
先輩や同僚に感謝しています。会長をはじめ社員の皆が本当に
温かく、私にとって我が家のような職場です。
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様と地域の皆様への感謝
お客
む休息と、信頼
を育
心が和

社内行事

明日の糧を培う [ 社員旅行 ]

お客様・地域の皆様へ [ 感謝祭 ]
住宅工務部所属・本社勤務

設計企画部・本社勤務

住宅営業部所属・福山・尾道営業所勤務

Tahara Ryosuke

Matsumoto Miyuu

Miura Mizuki

田原

良祐

福山大学建築学科

松本

福山大学建築学科

卒業

三浦

実夕

卒業

む

瑞樹

福山大学建築学科

卒業

NEW FACE MASSAGE
ハラグループカンパニーの社員として新たな一歩を踏み出し、
笑顔と人間力を培う ���� 年度新入社員を紹介。

新入社員がハラグループカンパニーを
住宅営業部不動産課所属・東広島営業所勤務

川口

小春

Kawaguchi Koharu

穴吹デザイン専門学校インテリアデザイン学科

関 西 住 建 、タ カ シ ン・ホ ー ム で お 家 を 建 て て 下 さ っ た お 客 様・地 域
の 皆様をご招待し、
日頃の感謝を込めて毎年イベントを開催しています。

結束を固める [ 全体朝礼 ]

卒業

原建具製造課所属・本社勤務

工務部総務業務所属・本社勤務

住宅営業部所属・本社勤務

Fujiwara Riku

Kojiya Rena

Murai Ryosuke

藤原

如水館高等学校
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選んだ理由はコチラから！

陸

卒業

糀谷

玲奈

総合技術高等学校現代ビジネス科

卒業

村井

涼介

広島工業大学専門建築学科

卒業

毎月 � 度グループ社員全員が集まり、
業務連絡や挨拶、功績をあげた社員
の表彰や誕生日を迎えた社員のお祝
いをしています。

毎年、海外または国内に研修や社員の親睦・休養を兼ねた旅行に行き、
文化・街並み・現地の人に触れてさまざまな体験をします。

親睦を深める[新年会・懇親会]

毎年グループ社員全員で親睦を深め
る新年会や懇親会を催します。
それぞれ工夫を凝らした楽しい余興
で盛り上がります。

経営方針発表 [ 毎年期首 ]

毎年、期の初めに全社員が集まり、
社員同士の結束と意識統一を目的と
して経営方針発表会を行います。
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社内制度と����年度募集要項

数字で見るハラグループカンパニー

人として、ハラグループカンパニーの社員として、
成長の糧となるお客様の笑顔と喜び。
社内制度も充実。

1952

求める人材は、シンプルに「素直で謙虚でやる気のある人」
ハラグループカンパニーの人材育成は、その人の持つ特性を
大切にして成長させること。人は人から認められ、頼られる
ことで、力量以上のものを発揮し、成長できます。

ハラグループカンパニーで、あなたが持つ潜在的な可能性を

顕在化して、生き生きと発揮してみませんか。

社員一人ひとりの成長と安心を支える充実の社内制度

160

96

68 32
※コメダ珈琲店・シャトレーゼのパート・アルバイトを除く。

※コメダ珈琲店・シャトレーゼのパート・アルバイトを除く。

直接の上司ではない先輩社員
が定期的に面談を行い、仕事
上で抱えるさまざまな悩みを
相談することで、不安の解消
に繋がります。

31

42.2

20 80

職場で求められる基本マナー
から、建築に関する知識など
を実践的に学ぶことで、自信
を持って第一歩を踏み出せる
ようになります。

新卒者は、資格取得講座の
授業料を当社が全額負担。
働きながら、効率的にキャリア
アップへの道が開け、将来への
不安も解消します。

優秀な先輩社員が、実際の経験
を元に研修を行い、個人的にも
アドバイスをしてくれるため、
スムーズなキャリアアップが望
めます。

新卒者募集要項
［雇用職種］

［募集職種］

正社員

営業部門／住宅営業、建設営業、リフォーム営業、サッシ営業

技術部門／建築設計（住宅設計・一般建築設計）、施工管理、サッシ組立
管理部門／経理、総務、経営企画、マーケティング、情報システムなど

�年前から新卒採用をはじめ、年々増えています。
※2018年 4 月～ 2022年 4 月時点

7％

(株)マコトエステート

7％

飲食事業

経営企画
経理

42％

タカシン・ホーム
[(株) 嵩心 ]

20％

(株)HGC
ホールディングス

2％
人事2％

3％
4％

17％

※コメダ珈琲店・シャトレーゼの
パート・アルバイトを除く。

広島拠点

4％

岡山 ％

3

29％
営業

9％

設計

役員

22％
工務

※コメダ珈琲店・シャトレーゼの
パート・アルバイトを除く。

3％

マコトエステート
本店 ％

5

4％

福山住宅販売
センター ％

6％

13％

シャトレーゼ

7

福山・尾道

8％

［給

与］

ハラグループカンパニー
募集要項

コメダ珈琲店

東広島

11％
総務

関西住建 (株)

9

製造

５％

7％

2024

※コメダ珈琲店・シャトレーゼのパート・アルバイトを除く。

［応募資格］

60％
本社

※掲載の数値は 2022年 10月現在

住宅営業／月給���,���円（固定残業手当＋諸手当）＋歩合制＋資格手当

建築設計／月給���,���円（固定残業手当＋諸手当）＋歩合制＋資格手当
マーケティング／月給���,���円（固定残業手当＋諸手当）
経理／月給���,���円（固定残業手当＋諸手当）

飲食（コメダ珈琲店三原皆実店）／月給���,���円（固定残業手当を含む）
飲食（シャトレーゼ広島舟入店）／月給���,���円（固定残業手当を含む）

［賞
［昇

与］

給］

［勤務時間］
［休日休暇］
［諸 手 当］

［交通費］
※コメダ珈琲店・シャトレーゼの
パート・アルバイトを除く。

大学院、大学、高等専門学校、高校を卒業・修了（見込み）の方

施工管理／月給���,���円（固定残業手当＋諸手当）＋歩合制＋資格手当

▼新卒・中途採用の方はこちら

ハラグループカンパニー
採用ぺージは左の
QRコードから
ご覧いただけます。

飲食部門／飲食、接客など

[住宅手当]

［教育制度］
［保

険］

［選考方法］

※スキル経験などを考慮し、当社規定により決定します。
※大卒以上の方の給与を記載しております。
※上記の部門以外の給与につきましては左のＱRコードよりご覧ください。

年２回

年１回（原則）

施工管理／午前�時～午後�時（実働�時間��分※休憩時間は勤務時間内で�時間��分）

その他 ／午前９時～午後６時（実働�時間��分※休憩時間は勤務時間内で�時間��分）

※飲食は上記の勤務時間とは異なります。

週休２日制（会社カレンダーによる）、年間休日���日、夏季、年末年始、ＧＷ、

有給休暇、慶弔休暇、産後産前休暇、育児休暇

ブログ手当（飲食以外）、車両借上手当（営業のみ）、携帯借上手当（営業、設計、施工のみ）
上限２万円（別途支給）

上限３万円（交通費含む）

※住宅手当は原則入社時に実家から勤務地までの通勤距離が��ｋｍ以上の者で、通勤距離が��ｋｍ未満の場所に
賃貸住宅を借りて居住する者に限り支給する。

新入社員研修、資格取得支援制度、メンター制度、自己啓発等、社員育成に力を入れています。
健康保険、社会保険、雇用保険、労災保険完備
書類選考、適正検査、面接試験
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