
「私の使命は、情報が氾濫する、この世の中で、 

お客様が、一生に一度の人生を、 

納得がゆく、幸せな生活を送るために、 

それぞれの家族に見合った、 

オリジナルな住環境を、提案することである。」 

 

フィックスホーム 楢崎隆也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ いつも私の使命を、応援してくれる、フィックスホームの厨子代表の著作です。 

 



こんにちは。 

そして、初めまして。 

 

この度は、数ある住宅会社、工務店の中から、フィックスホームに、ご興味をいただき、 

ありがとうございます。 

 

私は、フィックスホームの楢崎隆也と申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人生を、より楽しく豊かにするために、一緒に家づくりをした、友人でもあるお客様と。 

 

今日は、あなたが、これから家づくりのお話をするにあたり、まずは、私、楢崎隆也のこと

を、少しでも知っていただければと、お手紙をさせていただきました。 

 

私のプロフィールや家づくりに対する想い、私がお手伝いできることや家づくりを通して

喜んでいただけたこと、家づくりで目標としていること、そして、私とお客さまの将来の夢

などを、書いてみました。 

 

家づくりを始める前に、ぜひ一読いただくと、うれしく思います。 

 

フィックスホーム 

楢崎隆也 

 



＜私のプロフィール＞ 

 

１）経歴  

生年月日：１９７３年（昭和４８年）６月１０日生まれ（ふたご座） 

血液型：A型  

１９８０年（昭和５５年）大津市立膳所幼稚園 卒園 

１９８６年（昭和６１年）大津市立膳所小学校 卒業 

１９８９年（平成元年） 大津市立粟津中学校 卒業 

１９９２年（平成４年） 滋賀県立堅田高等学校 卒業 

１９９６年（平成８年３月） 岐阜経済大学（経営学部／産業経営学科）卒業 

※ 滋賀県と岐阜県で、暮らしてきました。 

 

 

２）職歴 

１９９６年（平成８年）４月 滋賀特機株式会社 入社 

２００３年（平成１５年）１０月 株式会社アスパル 入社  

２０１０年（平成２２年）２月 株式会社フィックスホーム 入社 

 

 

３）自己紹介 

・趣味：フォークギター、ゴルフ 

・尊敬する人物 鈴木一郎（イチロー） 

・好きな言葉 継続は力なり 

・長所：くよくよしないところ 

・短所：早合点してしまうところ 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜私のエピソード＞ 

 

１）誕生〜幼稚園時代のエピソード 

幼稚園の先生に、「よく笑う子」だと言われた。 

一人っ子のため、基本的にはのんびり屋。人と争ったり競争したりするのは、あまり好ま

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

２歳のころ玄関の前で                 ４歳のころ自宅前で 

 

この時代には珍しく、４歳から週１回（毎週土曜日）英語教室に通わせてもらった。土曜

日がくるのが楽しみで、以降、小学校卒業までの８年間、１回も休むことなく通い続ける

が、英語は全く身に付かなかった。 

今思えば、いつしか目的が「英語を学ぶ」というより、「休まず通う」ということになっ

ていた。今でも英語は全く話せない。 

 

母に買ってもらったラジカセで、アニメのテーマソングの入ったカセットテープをずっと

聞いていた。私の音楽好きの基礎は、この時代に築かれたのだと思う。 

レゴブロックが大好きで、暇さえあれば宇宙船や基地を作っていた。 

 

この頃のマイブームは「宇宙戦艦ヤマト」。TVでアニメを見て、カセットテープで主題

歌を聴いて、レゴブロックで宇宙船を作る毎日だった。 

（電車や車には、あまり興味がなく、それぞれの車に名前（「プリウス」とか「エルグラ

ンド」など）がついていると知ったのは、何と大学生になってから） 

 

私の生家は、築４５年以上の平屋の古い家で、しかも借家。 

昔ながらの廊下の無い家で、小学校に入学する頃までお風呂はなく、毎日、両親と３人

で、３０分くらいかけて近所の銭湯に通っていた。 



冬は寒く、夏は暑い家。部屋は３つしかなく、 

食事も寝るのも、遊ぶのも部屋も全て同じ部屋。 

台風の日には揺れたり、雨漏れがひどく、 

夜も眠れない日があったのを覚えている。 

 

 

私の生家（当時で築４５年くらい） 

２）小学校時代のエピソード 

将来、少しは泳げないと困るだろうという親心から、小学校に入り最初の習い事は、スイ

ミングスクール。 

 

自分の家にコンプレックスがあり、友達を家に呼びたくなく、いつも野球や鬼ごっこをし

て、外で遊んでいた。 

 

新聞の折込広告を見ながら、母がいつも、「引っ越したいな」とつぶやいていたことをキ

ッカケに、小学校２年生の頃の文集に、「将来、大工さんになって両親に家を建ててあげ

る」と書いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校２年生の文集             小学校３年生のころ自宅前で 

 

小学校４年生の頃に発売されたファミコンを両親に買って貰い、ろくに勉強もせずにゲー

ム（ベースボール、マリオブラザーズ、ドンキーコング）に熱中。 

学校の成績は、どちらかと言えば下の方だった。 

 



また父親の影響で、野球を観に行くときは、いつも甲子園。気が付けば、かぶっている帽

子はタテジマだった。小学校５年生の時に、バース、掛布、岡田のバックスクリーン３連

発を生中継で見て感動。２１年ぶりの優勝・日本一になった瞬間、涙が溢れた。 

どうしても野球をやってみたい（実はス 

イミングスクールをやめたかったのが本 

心）という私のわがままで、両親に無理 

を言って、少年野球（ニュー膳所）に入 

れて貰ったが、練習の厳しさに耐えかね 

て、せっかく買ってもらった試合用のユ 

ニフォームを、一度も汚すことなく挫折。 

右上の赤い服を着ているのが楢崎 

よく読んだマンガは、週刊少年ジャンプ（キン肉マン・ドラゴンボールなど）。 

当時は１冊１８０円くらいだった。 

 

高学年になるにつれ、父親に顔が似ていると言われるようになった。 

 

 

３）中学校時代のエピソード 

スポーツは好きな方で、何でもそれなりに出来たが、マラソンをしていた両親の影響で、

陸上部に入部。専門は１５００ｍ。最高タイムは４分２０秒くらいだったかなー。３年生

の時には副キャプテンを務め、チームの主力選手として市民駅伝などにも参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マラソン大会に出場した両親と            中学時代は陸上部で副キャプテン 

中学時代に熱中したのは、戦国時代をテーマにした PCゲーム「信長の野望・全国版」。 

戦国時代を題材にした本に没頭したのもこの頃。さらに中国の三国時代の「三国志」にも

興味を持ち、横山光輝さんの「三国志（全６０巻）」を少しずつ買い集めた。 



学校の成績はサッパリだったが、得意の社会の成績だけは常にトップクラスだった。 

友達に誘われて参加した生徒会では、体育委員長に立候補。 

 

３年生の体育祭では選手宣誓と、４００ｍ 

リレーのアンカーで逆転優勝したのは、中 

学時代の最大の思い出。 

小学校からの同級生の女の子と、初めてデ 

ートをしたのは、びわ湖大花火大会だった。 

 

中学３年生の時の体育祭（選手宣誓） 

仲の良かった友達と、バンドを組み音楽を始めた。当時の担当はドラムス。 

父の友人から、ドラムセットを安く譲ってもらい、毎週土曜日に、近所の公民館に集まり

練習を重ねた。完全に独学だったため、あまり上達しなかった。 

 

 

 

４）高校時代のエピソード 

当時の入試の答案はマークシート形式だったのが功を奏して、当時の担任の先生の話しに

よると入試の結果は、偶然に偶然が重なり、２番だったらしい。 

 

公立高校だったにも関わらず、入試の成績 

上位１００人を「特進」と位置づけ、１学 

年に２クラスだけ大学進学を目指すクラス 

編成。「１時限目」の前に「０時限目」が 

あるという事実を知り、「入学式の日に、 

一日も早く卒業したい」と心から願った。 

高校の入学式に校舎前で 

 

１年生の２学期に、苦手の英語で、いきなり赤点。先生と両親の淡い期待をがっかりさせ

ることに。この出来事がキッカケで、３学期からは心を入れ替え、勉強にも力を入れるよ

うになった。 

 



高校卒業後の進路も考えるようになった時期で、どうすれば希望の進路に進みやすいか、

勉強以上に受験の研究に力を注いだ。 

 

得意科目は、中学時代から変わらず社会科。このころから、漠然と高校の社会（歴史）の

先生になりたいと思うようになった。 

 

音楽好きの同級生と、ロックバンドを結成。 

結成当初は、ドラムス担当だったが、楢崎よ 

り上手なドラマーが加入したため、ヴォーカ 

ルに転向。結果的には、この時点でドラムを 

続けずに正解だった。 

地域の夏祭りにドラムで出演 

 

BOOWYや COMPLEXのコピーをして、時々ライブハウスやイベントに出演して、青春

時代を謳歌した。 

 

音楽は大好きだったが、楽しくやりたいという思いが強かったため、職業にしたいと思っ

たことは一度もなかった。音楽はあくまでも趣味の一環。 

 

受験の研究成果が実り、推薦入試で３年生の１１月には早々に進路が決定し、年が明ける

と人生初のアルバイト（工場勤務）を経験。お金を稼ぐことが、大変なのだと身に染みて

分かった。 

 

 

 

５）大学時代のエピソード 

ろくに炊事、洗濯もしたことがなかったが、人生初の一人暮らしを体験。初めのうちは頑

張ってみたものの、１回生の夏休みに実家に帰ったことで、あえなく挫折。以降は卒業ま

で、スーパーの総菜か外食で済ませた。 

 

高校時代のバンド仲間とは進路がバラバラになったが、１人でも音楽を続けたいという思

いから、サークル活動は迷わずギター部へ。ここで人生初のフォークギターに出会う。 

 



寝る間も惜しんで練習した甲斐もあり、グングンと上達。気か付けば、ギター部の部長

に。大学４年生の時にチャリティーコンサートを開催して、大垣市福祉協議会にテントと

車イスを寄贈。 

 

高校時代から大学時代の音楽活動を通じて、人前で楽器を演奏したり話をすることに自然

と慣れ、あまり緊張しすぎなくなった。これは現在の家づくり無料セミナーの講師などを

行う際には、非常に役立っている。 

 

社会科の先生になりたいと考えていたのに、入学してから気づいたのは、商業科の先生に

しかなれないという現実（間抜け）。事実上、先生になる夢は封印することに。 

 

持ち前の要領良さで、３回生で大学の単位を全て取り終え、第二次ベビーブーム世代とバ

ブル崩壊後のWパンチ、超氷河期と言われる就職活動へ突入。 

 

就職活動に際しては、２０年あまりの自分の人生を振り返った時、一生、自分が向き合え

る仕事は何なのかを考え、最終的に行き着いたのはやはり「住まい」に関わる仕事。 

 

今思えば、建築士を目指せば良かったが、神様は残酷。残念なことに私は理数系が全くダ

メだった。それでも「住まい」に関わる仕事がどうしてもしたくて、住宅設備や建材を取

り扱う商社に目標を絞り込んだ。 

 

ここでも持ち前の要領の良さを発揮。 

４回生になったばかりの４月下旬に 

は、滋賀県内でも有数の第一志望の 

商社から内定を貰った。卒業までの 

間、朝８時～夕方５時まで、「おし 

ぼり」や「玄関マット」を配達する 

アルバイトに明け暮れ、今も宝物と 

して大切にしている、Ｔａｙｌｏｒ 

(テイラー)のフォークギターを購入。 

学生時代に購入した２本のギター（現在は長男が練習中） 

 



６）社会人時代のエピソード 

１９９６年（平成８年）同期入社は、男女約４０名。第一志望だった商社に入社できたと

喜んでいたのも束の間、実はこの商社は、電設資材を専門にしている会社で、住宅設備建

材を専門に取り扱っていたのは、わずか一部門だということを入社してから知って落胆し

た。（相変わらず間抜け） 

 

配属先が決定する研修期間の１か月間、毎日の日報に住建営業所に配属して欲しいという

思いを書き続けた。配属先の辞令の日。新入社員はひとりずつ常務の部屋に呼ばれ、配属

先を言い渡される。いよいよ私の順番。 

 

「住建営業所に配属されなければ、この会社に勤める意味がない」。スーツの胸ポケット

に「辞表」を入れ、常務の部屋へ。「配属先は。。。住建営業所でお仕事をしてくださ

い」と言われた瞬間、なんと嬉しかったことか。かくして私の社会人人生は、いきなり辞

表を書くというところから始まったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入社３年目のころ（当時の職場にて）             休日に職場の後輩と 

 

その会社では、大手ハウスメーカーや地域ビルダー、工務店、建設会社など、たくさんの

取引先の家づくりに携わり、システムキッチンやシステムバスなどを納入し、お客さまに

喜んでいただいた。 

 

就職して３年がたつころ、友人の紹介で妻と出会い、２０００年（平成１２年）３月４日

（土）結婚。（日程は「１２３４」にこだわって決めた）。出会いから結婚式までが、わ

ずか１１ヵ月というスピード婚（念のため、おめでた婚ではありません）。 

 

 



妻の実家が浄土宗のお寺だったことも 

あり、結婚式は仏式。総本山知恩院で 

執り行った。そして、当時、妻が勤め 

ていた「大津プリンスホテル」に移動 

して披露宴。 

同僚らの計らいで、会場は夜まで貸し 

切り。午後１時からの披露宴は、午後 

５時半まで続くという長丁場だった。 

いつも支えてくれる妻には、心から感謝をしています 

 

新婚旅行は、オーストラリア（シドニー、ケアンズ、ゴールドコースト）に１週間ほど。 

最終日に、初めての夫婦喧嘩。原因は私が、妻の買い物（お土産）の時間が長すぎると言

い出したことにより口論。険悪ムードのまま、関空離婚の危機を乗り越えて帰宅。 

 

結婚したばかりの当時の私は、家づくりなんてまだ先の話だと考えていた。妻も仕事をし

ていて、あまり貯金もなくマイホームなんて、すぐには無理だと思い込んでいた。 

給料も少なく、公団住宅に住む普通のサラリーマン。「５年後くらいじゃないと、 

家は欲しくても買えないな」と妻と話していたことを覚えている。         

 

そんなある日、妻から「子どもができたみたい・・・。」 その言葉に、私は飛び上がる

ようによろこんだ。そしてそれが家づくりを真剣に考えはじめたキッカケだった。 

 

私が住んでいたのは、エレベーターのない公団住宅の４階。妻のお腹が大きくなるにつ

れ、階段の上り降りも大変そうで、妻からも「もし私が足を踏み外して、階段から落ちた

ら、お腹の子どもが大変なことになるかも・・・」と半分、脅された感じ（笑） 

 

思い起こせば、家づくりを決心した私には、大きな問題があった。 

そう、お金が無かったのだ。 

実際、結婚したばかりで、尚且つ年末には妻が出産を控えていた時期。家づくりに使えるお

金は、せいぜい１００万円くらい・・・ 

 

両親には、学生の時に無理を言って一人暮らしをさせてもらって迷惑をかけた手前、家づく

りは絶対に自分の力だけでしようと心に決めていた。 



住まいに関わる仕事をしていたとはいえ、もちろん家づくりは初めての経験。何から手をつ

けたら良いか全く分からなかった。 

仕事上でお付き合いのある取引先に住宅会社はたくさんあったが、お金がないので取引先

に迷惑をかけられないという気持ちが先に立ち、なかなか相談できなかった。 

 

どうしたら良いかと考えているうちに、どんどん時間だけは過ぎていく。毎晩、家に帰ると

妻から「今日は家づくりの相談をしてきてくれたの？」と聞かれ、まさに「板ばさみ」の状

態。（あの時は、毎日、家に帰るのが辛かった） 

 

思案したあげく、私の担当する取引先の中で、家づくりで一番正直で信頼できる工務店に相

談することにした。そこは当時、社員３名の小さな工務店だったが、仕事で出入りしている

私から見ても、しっかりとした仕事をする誠実な工務店だった。 

 

私は、「お金は少ししか用意できません。こんな私でもマイホームが持てますか？」と、そ

の会社の社長にたずねた。そうするとその社長はしばらく目を閉じて・・・ 

「君のような若い者が、お金を持っているはずがないだろ。任せておけ。オレがその予算の

中で、安くていい家を作ってやる。安心しなさい。」と言ってくれた。あの時は、本当に嬉

しかった。 

 

右の写真は、現在の私の自宅。 

栗東市（当時はまだ栗太郡）小野 

という場所に、土地から購入して 

新築。 

結婚して１年目、２０００年１２ 

月２４日、楢崎が２７歳のクリス 

マスイブに引き渡しを受けた。    

夫婦と３人の息子、セナ(トイプードル)で暮らしている 

 

引渡しの時に私は、「いい家を安く建ててくださり、本当にお世話になりました。ありがと

うございました。」とお礼を言った。するとその社長は、「気にするなよ。損して得取れって

言うだろ。いつか返してくれたらいいよ。」そう言ってくれた。本当に心から感謝した。 

こんなに早くマイホームを持てるなんて夢にも思わなかった。涙が出そうになった。いつか

この社長に何かで恩返しをしなければと心に誓った。 



家づくりを終え、住宅ローンの返済がスタート。年が明け２００１年（平成１３年）１月

５日、長男が無事に誕生。新居での生活が始まり、２００２年（平成１４年）１２月３０

日、次男が誕生。 

 

仕事に慣れるにつれ、そもそも電設資材を扱う会社で、住宅設備建材を扱う難しさがより

際立ってきた。しかし当時の私の実力では、会社の仕組みを変えることが出来ず、一度、

外の世界で試してみようということで、当時の上司と一緒に、２００３年秋、新しく住宅

設備建材を専門に扱う販売会社を立ち上げた。 

 

この会社でも、多くのお客さまの家づくりに関わり、前の会社と合わせて１３年間で１０

００件以上のお家へ設備機器や建材商品を納入。 

会社も軌道に乗ったころ、２００４年（平成１６年）２月２日、予定日より３か月も早く

三男が誕生。１１５２グラムの低体重児で、結局３か月間、保育器に入っていたが、無事

に退院。今では３人の息子の中で、三男が最も私に似ている。 

 

 

 

 

 

 

 

自宅のリビングにて                  家族でキャンプ 

 

しかし、その仕事を続ける中で、私の中で何か物足りなさが芽生え始めた。 

いくらたくさんのお客さまのお家に素敵なシステムキッチンやシステムバスを納入しても、

お客さまの喜んでいただいている姿を直接見ることができないことへの不完全燃焼。 

 

自分のやりたかった仕事は、本当にこの仕事なのだろうか・・・大工になりたかった夢。 

それに気づいた時、ずっとモヤモヤしていた私の心の中の霧が、スゥ～と晴れていく瞬間

だった。 

 

そして私は一念発起して、２０１０年２月、転職を決意。 

お客さまの笑顔を直接見たいという一心で・・・。 



そして今、私は、自宅を建ててくれた、その社長のもとで仕事をしている。 

 

当時は、全く想像していなかった運命。自分でも驚きの展開（笑） 

このような男気のある社長のもとで仕事をしている、私の使命と目標は・・・ 

 

 

＜私の使命と目標＞ 

 

〜家づくりに対する想い〜 

私のミッションは、不透明で情報が氾濫するこの世の中で、一生に一度しかない人生で、 

お客さまが、納得のいく生活を送るために、それぞれの家族に見合った、一番適した住環境

を、提案することです。 

 

そのために、日本の住まいに長く快適な環境をもたらし、安全かつ適正な予算内で、家づく

りをするご家族を支援するために、デザイン性を追求しつつ、使い勝手の良いシンプルな間

取りと、将来の収支予測を、徹底して提案していくことを、心に決めています。 

 

～私の目標～ 

１）将来に対する漠然とした悩みを解消するために、お客さまの話しを徹底的に聞き、 

問題点の整理と複数の解決策を提案すること。 

 

２）長期に渡り快適で安心した生活を送るために、シンプルで高い機能性を持った、住 

まいを、適正な予算内で手に入れていただくことで、構造面、生活面の両面で支援すること。 

 

３）一生に一度の家づくりを納得のいくものにするために、暗闇の中をお客さまの半歩 

先行く、家づくりの水先案内人であること。 

 

４）夫として、親として、同じ住宅ローンを抱える者として、これから家を建てるお客さま

の不安に寄り添いながら、さまざま可能性を提案し、一緒に解決策を検討すること。 

 

５）家づくりのことだけでなく、生活に関連する総合的なお客さまの相談役として、仕事、

家事、子育て、税金、保険、コミュニケーションなど、暮らしのアドバイザーとして長期に

渡り関わり続けること。 



＜私のお客様＞ 

 

〜私が、お手伝いさせていただいた、お客様の特徴〜 

１）家族の誰かのために、何としても、家を建ててあげたいと、思っている方。 

 

２）今までの人生は、人のために頑張ってきたが、これからは自分のために、夢を叶えたり、 

少しのんびりと過ごすために家づくりをしたいと思っている方。 

 

３）前回の家づくりに納得できておらず、最後の次こそは満足できる家づくりをしたいと、 

思っている方。 

 

４）ご夫婦や親子の意見がピッタリと合っている人は、もちろんのこと、家を建てたいとい 

う目的は同じだが、ご夫婦や親子の意見が分かれていて迷われている方。（お力になりたい 

です。） 

 

５）住宅の購入にあたり、選択肢として戸建て住宅、中古住宅、マンションのメリットとデ 

メリットを検討しながら、慎重に進めたいと考えている方。（私もそうでした。） 

 

６）健康と経済的な住まいを求め、趣味や家族との時間を、大切にしたいと考えている方。 

 

７）偶然のようで必然、運命的なご縁を感じていただいた方。 

 

 

～私が、担当させていただき、特に、喜んでいただけた方の特徴～ 

１）家づくりをしたいが、何から始めたら良いか分からず、漠然と考え込んでいる人。 

 

２）家づくりをすることで、ご家族に対して、人生の中での一つの大きな責任を果たそうと 

している人。 

 

３）土地購入から家づくりを進める人で、土地の選び方について最も効果の高い３つの方法 

に共感し、それを積極的に実践してくれる人。 

 

 



４）家づくりの安全な資金計画を行う上で、そのご家族に最適な予算から逆算し、無理のな 

い返済計画で家づくりを進めていきたいと考える人。 

 

５）将来の売却の可能性を見据え、土地の立地条件、シンプルな間取りなど、資産価値が高 

まる家づくりを、望んでいる人。 

 

６）じっくりと時間を掛け、正しい情報を精査しながら慎重に一つずつを理解し、ご自身で 

納得の上で決断しながら家づくりを進めたい人。 

 

７）初期コストだけでなく、住み始めてからのランニングコストにも着目し、機械に頼りす

ぎない、自然のエネルギーを十分に活用した、お財布に優しい家づくりを望んでいる人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜私のお客様の事例＞ 

 

①竹江さま 「家族を守っていく、覚悟を決めた家づくり」 

②島内さま 「悩みを一緒に解決してくれるアドバイザーに出会えたから…」  

③吉川さま 「もしあの見学会で声を掛けて貰わなければ、進めてなかったかも…」  

④藤井さま 「分かりやすくて丁寧、スピード対応にも安心できました」  

⑤小林さま 「家づくりだけでなく、人生の大きな決断の時も頼りにしています」  

⑥中田さま 「子どもも大満足。楽しくなければ、家づくりじゃない！」  

⑦金澤さま 「家づくりで一番大切なのは、信頼関係です」  

⑧福西さま 「苦手だったはずの冬が、今では…」  

⑨向坂さま 「お家で後悔しているところ、一つもありません。大満足です！」  

⑩平さま  「朝、目覚めた時、夜、寝る時、本当に良い家だという思いが込み上げ  

       てきます」  

 

 

①竹江さま 「家族を守っていく、覚悟を決めた家づくり」 

 

１）ご結婚前に、フィアンセと一緒に土地選びからの家づくり。大津市神領の新規分譲地を、

ダントツに良い土地を購入する３つの方法（分譲地の一番気に入った場所を購入する方法）

を実践され３６坪の土地を購入。（今では２人のお子さまにも恵まれ、家族仲良くお住まい

になっている。ちなみに初めて来社された時、私のお送りした手紙を握りしめてお越しいた

だいた。） 

 

２）ホワイト＆ブラックのシンプルな外観と、コンパクトな家事動線を重視。解放感のある

リビングの吹き抜けと見せ梁は、ご主人さまのお気に入り。 

 

３）家づくりは一時的な買い物ではなく、将来のこともしっかりと考えた上で予算を決めな

ければいけないという考え方、結婚と家づくりは「どちらも覚悟を決めて進めた」という私

の体験談をお伝えしたところ、「覚悟」という言葉に大変共感していただいた。 

 

４）家づくりのことはもちろんのこと、私の仕事への取り組む姿勢や考え方、お客さまへの

接し方や言葉遣いなど、勉強になる部分がとても多いとおっしゃっていただけたことに、単

なる家づくりの担当者としてではなく、一人の社会人として心から嬉しく思いました。 



お引き渡しから約２年後には、ご主人さまのお勤めの会社より、技術職から営業職への配置

転換のお話しがあり、ご相談をくださった訳ではないと思いますが、お客さまとどのように

して信頼関係を築いていくのか、担当者として注意していることは何か、などのお話しもさ

せていただきました。 

 

家づくりが終わってからも、時々、食事をご一緒させて頂いたりする間柄で、お互いの近況

報告をしあっています。そんなご主人さまも、現在では立派な営業マンとして、日々、お仕

事に取り組まれています。） 

 

５）  お引き渡し日に、新居の前で       ご主人さまのこだわりの吹き抜け 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きな吹き抜けのあるリビング       モノトーンのシンプルな外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②島内さま 「悩みを一緒に解決してくれるアドバイザーに出会えたから…」  

 

１）新婚ご夫婦、土地選びからの家づくり。近江八幡市古川町にあった、楢崎の祖父の古家

付土地（５７．５坪）を、滋賀で良い土地を購入する３つの方法（こっそりとピンポイント

で購入する方法）を実践された。ライバルなしに検討できたこと、また周辺相場からすると、

２００万円くらい安く土地を手に入れることができた。 

 

２）将来も安全に返済していける資金計画と、奥さまが、以前に勤めておられたお仕事の関

係で、内装インテリアには大変こだわられた。慎重に計画を進めていくタイプのご主人さま

と、さまざまなアイデア力と決断力のあるタイプの奥さまとの絶妙な掛け合いは、いつ見て

も心が温まるお二人です。 

 

３）ご結婚されたばかりだったお二人と一緒に、人生の未来予想図を描くところからお手伝

いをさせていただいたことで、漠然と考えていたことが「見える化」でき、メリットとデメ

リットを理解し、納得した上で家づくりを進めることが出来たと言っていただきました。 

 

４）奥さまとは、以前から仕事上での知り合いではありましたが、世間に星の数ほどある住

宅会社の中から、そして私を指名してご相談にお越しいただいたこと、大きな信頼を寄せて

いただいたことに感謝すると同時に、住宅アドバイザーとして、とても幸せに感じました。 

 

５）  お引き渡し日に新居の前で         奥さまお気に入りのインテリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③吉川さま 「もしあの見学会で声を掛けて貰わなければ、 

進めてなかったかも…」  

 

１）賃貸住まいだったご夫婦とお子さま１人、奥さまのお母さまの４人家族。 

家づくりは、お母さまが１人でお住まいになっていた、お父さまとの思い出の詰まった家が

古くなったことと、お母さまと一緒に暮らしたいという奥さまの思いから、ご家族でじっく

りと時間を掛けて相談され、二世帯住宅への建て替えを計画することになった。 

 

２）出張の多いご主人さまは、奥さまとお子さまが、お母さまの傍にいてあげられると共に、

ご家族で一緒に過ごせる時間を増やせる家づくりを希望。また気兼ねなくお母さまに暮ら

していただけるよう、お互いの世帯のプライバシーを守りつつ、家族のぬくもりを感じられ

る「部分共用型二世帯」にした。 

 

３）家づくりを行うことでの、将来のリスク（建て替えを行うことによる、家計の収支予測

と、年齢的な面からの返済計画）について、最悪の想定をしながらも、その中でも最良の選

択肢をご提案したことで、ご納得され家づくりをお進めになりました。 

 

４）ご夫婦それぞれが、相手の立場や考え方を尊重したり、気持ちを汲み取ることが得意な

お二人で、しっかりと私のことも見極めた上で、家づくりのご依頼をいただいたそうです。

後日、もし他の人が担当だったら、家づくりはしなかっただろうと言っていただけたことが

本当に嬉しかったです。 

 

５）  お引き渡し日に新居の前で        引き渡し後に、いただいたお手紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④藤井さま 「分かりやすくて丁寧、スピード対応にも安心できました」 

 

１）新婚のご夫婦、土地選びからの家づくり。守山市立入町で、発売直後の日あたりの良い、

東南向き４５坪の土地を購入された。過去に土地選びで成功された人の事例をもとに、しっ

かりと判断材料の準備を整えられ、瞬発力と行動力を活かして進められたことが大変素晴

らしいです。これから家づくりをされる人のお手本になると思います。 

 

２）ご夫婦の家づくりのコンセプトは、家族のぬくもりを感じられる家。 

そのためにリビングは出来るだけ広く取り、全体を見渡せる明るい間取りをご希望されま

した。また建物の特徴は、どっしりと落ち着いた外観と、キッチンを中心とした回遊型の家

事動線。 

 

３）とにかく私の話しを、しっかりと素直にお聞きいただいて、それをそのまま実践して貰

えた結果が、土地選びでも家づくりでも、満足度の高いものになった要因です。 

特に土地選びで素晴らしいと感じたのは、私がお昼に伝えた情報を、ご主人さまが仕事帰り

の深夜に現地に行っていただき、ご判断された瞬発力は、実は簡単な様で、なかなか出来る

ことではありません。 

 

４）ご夫婦は、「どうしたら良いのか分からなかったので、教わった通りにした」とおっし

ゃっていただいていますが、それが実は本当に一番難しいことです。また、とても熱心に、

且つ仲良く家づくりを進められる姿は、周りの私たちを、ほのぼのとさせてくださいまし

た。「担当が楢崎さんで良かった」、そう何度も言ってくださったのが、とても印象深く、感

謝の気持ちでいっぱいです。 

 

５） お引き渡し日に新居の前で          どっしりとした外観が特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 



藤井さまから、引き渡し後にいただいたアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤小林さま 「家づくりだけでなく、人生の大きな決断の時も 

頼りにしています」 

 

１）過去に楢崎が担当したオーナーさまからのご紹介で、ご夫婦とお子さまの３人家族（家

づくりの途中で第二子がご誕生された）の、土地選びから家づくりのご相談だった。希望地

が京都府宇治市だったので、不動産のブレーンを駆使して情報を集め、これまでと同じ学校

区内で、満足度の高い土地選びが出来た。 

 

２）限られた敷地の中で、出来るだけ光を取り入れて、無駄のない間取りを実現したいとい

うのが奥さまの希望。一方、ご主人さまのご希望は、広めのバルコニー。 

家づくりは実用性を重視したい奥さまと、趣味的な要素を入れたいご主人さまが、それぞれ

譲り合える部分を話し合いながら、仲良く家づくりを進められました。 

３）ご主人さまが家づくりという大きな決断をされたのは、奥さまやお子さまのため。 

積極的に子育てや家事に関わるご主人さまの考え方や決意の固さに、深く共感したのを覚

えています。一方で奥さまは、お仕事が非常に忙しい中でも、家族のことを思い一生懸命な

ご主人さまのことを、大切に支えておられる様子が印象的でした。 

 

４）ご友人の紹介ではあったものの、担当者の人柄が気に入らなかったら、他の会社にしよ

うと考えていた。実際に出会い話してみて、相談しやすく信頼できると感じたので、お願い

することにしましたと言ってくださいました。無事にお引き渡しができ、ホッとした気持ち

と、私を選んでいただいたことを心から嬉しく思います。 

 

５） お引き渡し日に新居の前で          すっきりとホワイトで統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小林さまから、引き渡し後にいただいたアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥中田さま 「子どもも大満足。楽しくなければ、家づくりじゃない！」 

 

１）ご夫婦とお子さま２人の４人家族。奥さまの地元の蒲生郡日野町で、土地購入からの家

づくり。当時お住まいだった賃貸アパートの近くに、３区画の分譲地があり、その内の一番

利用価値の高い区画（約６０坪）を購入された。 

 

２）広い敷地を有効に活用するため、建物の配置を工夫し、南側からの日あたりを確保した

い。間取りは、回遊型の便利な家事動線と、リビング階段を融合。階段前には扉を設け、プ

ライベート空間の確保と冷暖房の調整が出来るよう工夫した。 

内観はホワイトで統一、外観は、完全にご夫婦のご意見は一致して、シンプルでカッコ良い

スタイリッシュデザインになった。 



３）「ご家族が将来も安心して返済できる資金計画を行うために、ライフプランを一緒に作

成するところから始めませんか？」という私の提案に、深く共感していただいた。 

これまで話しを聞いた会社とは、全く違う家づくりの進め方、考え方で、「この人なら信頼

して相談できると感じた」とおっしゃっていただきました 

 

４）何と言っても「楽しくなければ家づくりではない！」という私の考えのもと、毎回の打

ち合わせが、これ以上ないほど盛り上がり楽しんでいただけたこと。何度も味わうことの出

来ない、家づくりという人生最大のイベントを、心から楽しんでいただけ、お引き渡しの際

には、少し寂しそうにされていた様子を見て、お手伝いができて本当に良かったと思うと同

時に、あらためて家づくりの仕事をすることに幸せを感じました。 

 

５） お引き渡し日に新居の前で         お気に入りのスタイリッシュな外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

御幣とみくちゃん             自分の部屋が出来てよかったね 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



みくちゃんから、引き渡し後にもらった手紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦金澤さま 「家づくりで一番大切なのは、信頼関係です」 

 

１）ご結婚されたばかりのタイミングで、ご主人さまのお父さまの知人から、草津市山寺町

の土地（約６４坪）を譲ってもらわれることになり、家づくりを計画。土地は個人間売買の

ため、不動産売買契約書の作成から、無事に取引が成立するまでのお手伝いもした。 

 

２）外観は、屋根がシルバーで外壁はブラック。ガルバリウム鋼板仕上げのシャープなスタ

イリッシュデザインの３LDK。コンパクトに設計された間取りで、中央のリビングには、

当初からご主人さまが熱望されていた大きな吹き抜けと見せ梁は圧巻。 

 

３）いくつかの会社を検討されていた中で、最終的にご主人さまからいただいたお電話で、

「家づくりは価格も大事ですが、何よりも信頼して任せられるかが大事。だから人で決めま

した」とおっしゃっていただいたこと、今でも忘れられません。 

 



４）ご主人さまの最大の希望である「大きな吹き抜け」を確保しつつ、奥さまが無理なく家

事が出来るコンパクトな間取り。お引き渡し後にお会いした際、「家づくりの不満は、何一

つありません！」と大絶賛いただき、住宅アドバイザー冥利に尽きる、思い出深い家づくり

のお手伝いになりました。 

 

５）引き渡し日に、吹き抜けの階段で      シャープな外観は、ご主人のご自慢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧福西さま 「苦手だったはずの冬が、今では…」 

１）初めてご夫婦にお会いしたのは、大津市で開催した完成見学会。奥さまのご妊娠をキッ

カケに土地選びからの家づくりを計画。ご出産の前後に、半年～１年ほどの期間を空け家づ

くりが再開。大津市一里山で売り出された土地に対し、滋賀で良い土地を購入する３つの方

法（今ある土地を安く購入する方法）を実践され、当初販売価格より１５０万円も安く購入

することができた。 

 

２）流行を追うのではなく、落ち着いた雰囲気の、和モダンテイストをご希望。 

寒さが苦手なご夫婦は、断熱性能と気密性能に関心をお持ちになっていて、私がセミナーの

ために作成した資料をお渡しして、解説もさせていただいた。間取りの特徴は、家族全員分

の本が入る「展望バルコニー付き家族図書室（１０００冊以上の収納が可能）」。 

 

３）土地選びの当初は、ご希望のエリアに良い売り土地が少なく、奥さまがお子さまと散歩

をしながら、次々と空き地情報を送っていただいた。しかし、どれも建築するにはハードル

が高かったり、地主さんに連絡が取れなかったりで進まなかった。「もう少しエリアを広げ

ないと無理でしょうか？」と少し弱気になられた時期もあったが、最後まで粘り強い取り組

みが実って本当に良かった。 



４）何事も丁寧にお進めになられる感じのご夫婦でしたので、細かなことでも詳しくご説明

をさせていただき、ご安心していただくことを心掛けました。具体的に土地選びを始める頃

には、大きなご信頼をいただいていたこともあり、少々時間は掛かりましたが、一緒に目標

に向かって頑張ることができました。 

 

５） 家族の図書室がついに実現！         落ち着いた和モダンな外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨向坂さま 「お家で後悔しているところ、一つもありません。大満足です！」 

 

１）当初はご夫婦とお子さまの３人だが、工事着工直前に第二子さまがご誕生された。生後、

少し体調を悪くされていたが、ご家族の温かい看護により、現在ではお元気にされていま

す。新規分譲地内の土地（約４６坪）を購入され、家づくりを進められた。 

 

２）長期間に渡る住宅ローンだからこそ、安易に「借りる計画」をするのではなく、しっか

りと「返す計画」を立てて進めること。そして分からないことは、曖昧なまま進めず、その

都度、解決していきましょうという私の提案に、とても安心したと言ってくださいました。

総予算が膨らみ過ぎないように、しっかりと把握しながら色々と決めていく賢いご夫婦で、

よくご相談されていて素晴らしいご夫婦だと思います。 

 

３）第二子さまが緊急入院され、打ち合わせが進められなくなった際、「迷惑を掛けて、本

当にごめんなさい」と何度もお詫びいただくご夫婦に、「何も心配せずに、お子さまのこと

を最優先してください。着工は落ち着いてからにしましょう」とお伝えし、「家づくりをお

任せして、本当に良かった」と心から感謝してくださったことです。 



４）完成までの間に、いろいろとありましたが、お引き渡し日に、とても嬉しそうにされて

いるご夫婦の表情を見て、とても安心したのを覚えています。全力でサポートをさせていた

だいた家づくりに、「後悔しているところは、１つもありません」と自信を持ってお話しく

ださったご夫婦に、住宅アドバイザーとして嬉しく思うのと同時に、オーナーさまから、こ

のようなお言葉をいただけて誇りに思います。 

 

５） 引き渡し日に、キッチンの前で        爽やかで存在感のある外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

向坂さまから、引き渡し後にいただいた手紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑩平さま 「朝、目覚めた時、夜、寝る時、 

本当に良い家だという思いが込み上げ てきます」 

 

１）ご夫婦２人の家づくり。それまでお住まいだった家が古くなったことをキッカケに、約

６０坪の敷地を有効に活用しながら、日あたりの良い家を建て、巣立っていったお子さま達

が気兼ねなく帰省できる部屋を作ってあげたいと建て替えを計画された。 

 

２）日あたりを重視し、建物形状や配置については、十分に調査を行い決定しました。 

間取りは、お孫さんを連れて帰省されたお子さまご家族が、ゆっくりとくつろげる LDKと、

ご主人さまの趣味であるカメラの収納スペース、奥さまの裁縫ルーム、ゆったりと上り下り

の出来る階段が特徴。 

 

３）ご年齢的に、むやみに多くの住宅ローンを組むのは危険なため、自己資金とのバランス

を考えながら、最適な資金計画をご提案したことにより、ご納得いただいいて計画を進めて

いただけた。「とにかく楢崎さんは、私たちの話しをしっかりと聞き、受けて止めてくれる」

とおっしゃってくださり、安心して家づくりを進めいただけ、良かったと思います。 

 

４）ご夫婦共に、大変ご満足いただけている様子で、お会いする度に「住みやすくて、明る

くていい家です」とおっしゃってくださるのは、本当に嬉しいです。 

新居になってから、ますますお子さまご家族が、お孫さん達を連れて帰省される回数も増え

て大変だとおっしゃるが、家族が集まりやすく賑やかになったことを、ご夫婦の表情は大変

というより、嬉しい悲鳴という感じがした。新しい家に、いくつもの楽しく良い思い出を刻

み込んでいただきたいと願いっています。 

 

５）   大満足の新居の前で          広い敷地を有効利用できました 

 

 

 

 

 

 

 

 



平さまから、引き渡し後にいただいたアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜私が出来る事＞ 

 

〜私が、担当させていただいたお客様に、喜んでいただいた事〜 

１）ご対応させて頂く担当者が、どのような人間なのかわからないので、不安だと言うお客

様応えるために、家づくりを相談するまでに、私のプロフィール、実績、家づくりに対する

思いなどが、詳細に渡ってお伝えできるように、ホームページを開設し、情報公開をしてい

きます。 

 

２）お客さまが、土地探しをしているにも関わらず、満足できる土地に巡り合えない理由を、

具体的に聞き取り、効果の高い「滋賀県、土地選びの３つの方法」を、個別相談会、あるい

は、勉強会などでお伝えし、その中でお客さまに最適な選択肢をご提案し、一緒にお客さま

にとって、ベストな土地が見つかるまで、実践するお手伝いをします。 

 

３）家づくりにおいて、最も大きな不安要素であるお金の問題に対し、将来の詳細な収支予 

測を元に、それぞれのご家族に合った家づくりのタイミングと、安全な予算決定のお手伝い 

を、行います。 

 

４）親世帯と子世帯、奥様とご主人様、親と子どもなど、ご家族同士の意見が分かれていて、 

せっかくの楽しいはずの家づくりが、苛立ちや不満により、停滞しているご家族に対し、 

互いの立場や、意見を十分に聞き取り、その上で、それぞれが納得できる、複数の第三の方 

法を提案します。 

 

５）将来のライフスタイルが変化し、「こんなはずじゃなかった」と、嘆き悲しむ状況にな 

ったとしても、対応できるように、最悪の状況を想定しながらも、ご家族の負担を最小限に 

留める選択肢を、提案していきます。 

 

 

 

 

 

 

 



＜私の生きがい＞ 

 

〜私がとても嬉しく思うことと、達成感を感じる瞬間〜 

１）お引き渡しの時に、オーナーさまから「楢崎さんのご支援のおかげで、本当に良い家が

出来ました。」と、感謝の手紙をいただいた時、とても嬉しく感じます。 

 

２）オーナーさまから、「楢崎さんは、絶対に間違いのない人だから、ぜひ話しを聞いてみ 

たら良いと思うよ」と、大事なお友達を、ご紹介をいただいた時は、とても嬉しいです。 

 

３）世の中に溢れるたくさんの情報の中で、どれを信じて良いのか分からず、モヤモヤし悩 

まれている方が、「複数の会社を、比較検討する時間を掛けずに、信頼できる会社と担当者 

を、選ぶことができました」と、感謝の気持ちを聞けた時、嬉しく思いますし、全てのお客 

様に、そのような体験をしていただくのが、私の生きがいです。 

 

４）自分にとって、最適な家づくりの時期が分からず、今まで、２年も３年も家づくりを先 

送りしている全ての方が、モヤモヤした状況を克服し、将来の理想的な暮らしから逆算し 

た、丁寧で、分かりやすい家づくりの方法を、提案をすることが、私の生きがいです。 

 

５．何から始めたら良いのかと、家づくりに対し漠然と不安を抱き、はじめの一歩が踏み出 

せず躊躇している方が、家づくりに必要な正しい知識や、過去に家づくりで成功された方の 

具体的な事例を知り、自分にも出来ると勇気づけられたことで、自信を持って家づくりに、 

望んでいただくことが、私の生きがいです。 

 

６．転勤や転職の可能性があり、そもそも持ち家の必要性に疑問を感じていた方が、生活ス 

タイルの変化に合わせ、自宅として利用するのはもちろんのこと、将来は、資産として利用 

することで、資産を増やすことはもちろん、いざという時の備えとして活用する方法を知 

り、実践していただくことが、私の生きがいです。 

 

７．何となく、不動産や建設業界に不信感を抱いていた方が、礼儀正しく誠実な対応を受け 

るにつれ、自分が思い描いていたイメージを、良い意味で裏切られ、やがてそれが逆に大き 

な信頼につながり、気軽で相談しやすい良好な関係性の中で、安心して家づくりを、進める 

ことが出来たとき、感謝いただいた時、私はすごく嬉しく感じます。 

 



＜私の約束＞ 

 

〜家づくりを通じ、私がご提案したいこと〜 

１）初回のお打ち合わせの前に、お客さまがご安心いただけるように、WEBサイトのパス

ワードをお伝えし、十分理解していただくことで、私が思う家づくりの考え方、これまでに

お手伝いをしたお客さまの具体的な事例をお伝えし、どのような家づくりの支援が出来る

のか？ の情報提供を致します。  

 

２）家づくりの主役は、あくまでもお客さまです。私は、お客さまの家づくりを、満足のい 

くものにするために、さまざまな可能性と選択肢をお伝えし、それぞれのメリットとデメリ 

ットを一緒になって検討しながら、ご判断いただくためのサポートを全力で行います。 

 

３）満足できる土地が見つからず、土地選びでお困りのお客さまに対しては、効果の高い土 

地選びの３つの方法と、実践されたお客さまの成功事例を詳細にお伝えし、さらにそれぞれ 

のお客さまに合った、具体的かつ成功率の高い方法を一緒に実践し成功に導きます。 

 

４）近年、住宅ローン破綻が社会問題となっています。家づくりの予算をどうするか？ 

またご返済の方法や金融機関の選定でお悩みの方に対しては、家づくりの時はもちろんの

こと、家づくりの後も、ご家族が安心・安全にお暮しいただけるように、人生全体を見渡し

たバランスの良い計画を立て、どのように配分してくことが最適なのかを分かりやすくお

伝えします。 

 

５）戸建て住宅は、賃貸住宅とは部屋数や広さが異なるため、住み始めてから掛かるランニ 

ングコスト（光熱費）の増加に驚かれる方も多いです。長く健康で安全、そして快適にお住 

まい頂くために、シンプルな間取りと断熱性や気密性といった、基本構造部分を重視した設 

計を心掛けます。 

 

６）ご夫婦共働き世帯が増加した一方で、お子さまやご家族と、ゆっくりと過ごす時間が減 

少しています。コンパクトで使い勝手の良い動線を検討し、家事に掛かる負担を軽減させ、 

ご家族のくつろぎの時間を確保できる提案を致します。 

 

７）近年、空き家問題が深刻化する中、二世帯住宅が注目されています。しかし、生活する

時間帯の違いから、お互いに窮屈な思いをしながら生活をされているというご家庭も多い



と聞きます。親子の生活リズムとプライベートを大切にし、それぞれが納得のできる暮らし

が実現するためのお手伝いを致します。 

 

～私の将来の約束～ 

１．引き渡し後、お家のアフターメンテナンスはもちろんのこと、お金、仕事、家事、子育

て、税金、保険、コミュニケーションなど、暮らしのアドバイザー（相談役）として長期に

渡り関わり続けます。 

 

２．地域のコミュニティーとして、引き渡し後のオーナーさま専用サイトを作り、子育て、

DIY、趣味、料理のレシピ、さまざまなイベント開催情報など、気軽に相談や情報交換ので

きる場を提供します。 

 

３．どんな時もお客さまの味方で在り続けると共に、いつまでもご家族の安全を願い、末永

く見守り続け、必要な時には、すぐに駆けつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーナーさまのお子さまたちと          いつもたくさんのご質問をいただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナーは私のライフワークです           大きく成長してくれました 

 



最後に。 

家づくりは、一生に一度、体験できるかどうかの、家族の大仕事です。 

誰もが新しい快適な家に住みたいと思いながら、現実的には、希望するすべての人が、 

実現できるわけではありません。 

 

ですから、一緒の地域に住んでいる、ご縁のある方と、今日も全力で家づくりを、 

一緒にやって行きます。 

 

ご縁があり、家づくりのお手伝いができれば、うれしく思います。 

 

フィックスホーム 

楢崎隆也 

 

追伸 

初心を忘れず、心を込めて、ご提案して行きます。 

またお会いしましょう。 

 

ぜひ、家づくりのご相談をお待ちしております。 

ご相談のお申込みは、下記のＱＲコードから 

お願いいたします。もちろんご相談は無料です。 

 


