






C S V 経 営

サンヨーホームズが推進しているCSV
※

経営は、

社会課題を事業機会として捉え、当社の強みや

資産を活かしてそれを解決することによって、

社会価値と経済価値の両方を創造する経営

モデルです。住みやすい社会をめざして多くの

挑戦を始めています。

■ シニアマンションの全国展開

■ アクティブシニアを維持するための健康サロン展開

■ 介護ロボットの実用化

■ 見守りサービスシステムの推進

■ 賃貸住宅・福祉施設建設の拡大

健康寿命を伸ばして
充実したシニアライフに
介護や見守りもサポート。

超高齢化が進む社会

■ カーペンタースクールの継続（現場技能員の養成）

■ 海外技能実習生の受入れや採用

業務の効率化とともに
伝統技術を伝えて
工事のプロを育成します。

人口の減少（特に働き手世代の減少）

■ 岡山県備前市での健康と暮らし向上のための街づくり

■ 和歌山市での大規模・複合開発への取り組み

■ 多世代が交流できる街づくり

独自の魅力がある
地方創生プロジェクトや
街づくりを進めます。

地方の衰退・都市集中の問題

■ ZEH対応No.1企業へ 

ZEH、ZEH＋、ZEH-M、さらにLCCM住宅への取り組み

■ スマe住宅、スマeタウンの推進
■ 「省CO2先導事業」「都市型エコ住宅供給事業」などの推進

■ 電気自動車と住まいが連動するV2Hの推進

■ 企業へのトータル・エネルギー・ソリューション提案

エコの実績を活かし
より環境や家計にやさしい
ZEH住宅の普及へ。

環境問題・省エネルギー対策

■ 保育園の自主運営拡大

認可保育園（60名以上）への挑戦

■ 共働き世帯が子育てしやすい住まいの開発

共働き世帯が働きやすく
家事や育児がラクになる
社会と住まいを。

女性に負担の多い労働や家事・子育て環境の改善

■ 地震対策への取り組み

■ 「住まいのドック」活用による耐震補強

■ 多目的利用が可能なシェルターの提案

■ リニューアル流通事業の推進

災害に負けず安全で快適に
暮らせる住まいを
長期にわたりご提案。

自然災害の増加・住まいの老朽化

■ AIスピーカーとIoT技術で

オートメーションな住まいを提案

■ シニアにやさしいIoT開発

（見守り、在宅介護支援など）

ＩＴ技術によって
小さな子どもから高齢者まで
安心・便利で楽しい毎日を。

AI/IoT技術の成長

社会を取り巻く問題への取り組みは、
「未来の夢」への挑戦です。

※ Creating Shared Value：共有価値の創造
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戸建住宅事業

強くてやさしい、オンリーワンの住み心地。

サンヨーホームズがめざすのは、世代を超えて安全に快適に暮らし続けられる住まい。

先進の技術を結集した強靭な鉄骨構造は、建て替えなしに100年住み継げる高強度を

実現。地震や台風に強く、ライフスタイルの変化に応じた間取り変更も容易な

構造です。建てた後のランニングコストがかかりにくい「年単価発想
※

」の住まいで、

長寿命住宅の証しである「長期優良住宅」に認定されています。

人・環境・家計にやさしい住まいの新基準地震や大型台風に負けない100年仕様の構造体

感動の提案と高い品質で、ご家族の理想の暮らしを実現。

確かな技術力 ZEHが標準仕様

高品質を追求する自社工場生産とセンチュリー保証点検システム

品質追求の体制

高性能な住まいを支えるサンヨーホームズ独自の「軽量鉄骨軸組構法」は長年の

基礎研究によるテクノロジーの礎であり、お客さま満足の原点でもあります。主な鉄骨

構造部材は自社工場で生産し、ISO9001認証に基づく厳しい品質管理を実施。

工場生産部材は建築現場でも高い施工品質として表れます。そして30年を超える

「センチュリー保証点検システム」で住まいを安全に保ちます。

どんな毎日を過ごしたいか、どんな幸せを実現したいか。住まいや暮らしに求める

ことは、一人ひとり違います。お客さまにとって本当に必要なこと、大切なことを

ビジュアル化していくのが戸建住宅「 life style KURASI’TE」の発想です。

サンヨーホームズは「お客さまだけの」住まいをつくるプロ集団。「家」という器では

なく、「お客さまの心からの満足」をつくることを何よりも大切にしています。

暮らし提案力
理想を叶える“暮らし手”発想の住まいづくり

これからの基本性能として、サンヨーホームズの戸建住宅はZEH（ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウス）が標準仕様。高い断熱性能・省エネ設備・太陽光発電により、

エネルギー収支ゼロ以下の光熱費を抑える暮らしをご提案しています。電気をムダ

なく使って環境負荷を低減し、災害時の予備電源にも。高断熱は冷暖房効率を高め

るとともに、温度差の少ない一年中快適で健康的な住空間を実現します。

お客さまのご要望を最大限

に反映し、理想の暮らしを

実現する住まいをご提案。

優れた省エネ性能を持つ住宅

を表彰する制度で「優秀賞」を

受賞。「特別優秀賞」を含め

4年連続での受賞。「優秀企業

賞」も2年連続の受賞。

ハウス･オブ･ザ･イヤー･
イン･エナジー4年連続
「優秀賞（特別優秀賞含む）」
2年連続「優秀企業賞」受賞

独自開発の「ダイナミック

ダンパー」。揺れを最大50％

削減します。

ハイブリッド耐震システム

ハードロックナット
新幹線やスペースシャトル

の発射台にも採用される、

ゆるみ止めナットを採用。

子どもたちの安全・安心に貢

献するデザイン部門で、当社

の空調システム「ここちshAir

（シェア）」が受賞。

キッズデザイン賞受賞

※ 年単価：「建築費などの初期費用」と「光熱費やメンテナンス費」などの維持費を居住年数で割った費用。
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HOPE-NET
全国の提携不動産会社と最

新の物件情報を共有。データ

ベースからお客さまのご要望

に合う物件をお探しします。

か つ わ が や

住み替えや相続や空き家などあらゆるご相談に対応

お住まいの売却サポート

現在のご自宅やご実家の売却をお考えの方に、お客さまのご希望条件に合わせて

さまざまなご提案をさせていただきます。サンヨーホームズによる買取りにも対応。

建物の劣化状態をしっかりと検査し、補修やリフォームで性能を向上させて次の

ご家族へと引き継ぎます。その他、住み替えや空き家の有効活用、相続のご相談など、

あらゆるケースに応じてお客さまにとってベストな解決をサポートします。

新築住宅を計画する際、ご予算や土地探し、間取りなど、なかなか思い通りにいか

ないことも。サンヨーホームズでは既存住宅のリノベーションで新しい暮らし方を

ご提案いたします。不安の多い既存住宅だからこそ、何よりも安心してお住まいいた

だけるよう、物件探しから建物検査、リノベーション、アフターサービスまで、責任を

持ってワンストップでサポートします。

安心で快適な住まいにリノベーション

既存住宅の購入サポート

新築時に将来の買取りを約束（“くらし”リレーシステム）

買取りサポートシステム

新築物件を購入されたお客さまに、将来の住まいの買取りをお約束。転勤や転居で

住まいを手放す場合も安心のシステムです。居住中のメンテナンスをしっかり行う

ことで住まいの資産価値を守り、よりよい条件の買取りが見込めます。住まいを取り

壊すことなく再生し、次の住まい手に引き継ぐことも、環境に配慮した長寿命住宅を

ご提供するサンヨーホームズの重要な役割と考えています。

“くらし”リレーシステムのしくみ

新築

買取り

再販売
住み替え
サポート

住まいの相談

メンテナンス・リフォーム
買取期間30年（最長）

リフォーム

次のご家庭へ 次のお住まいへ

売主様 買主様

サン住まいリング（提携不動産会社）

住まいのドック
診断・保証・点検

サンヨーホームズがお客さまの住まいを買取り、耐震性や劣化状態を診断して必要な

補修・補強を行った上で、お客さまに賃貸物件として一定期間お貸しします。住まいの

売却でまとまった資金を得られ、相続対策や老人ホームなどへの住み替え資金、

ご家族への援助資金などに幅広くご利用いただけます。そのまま今の住まいに

住み続けられるので、急いで転居先を探す必要のないことも安心です。

リースバックシステム
住みながら我が家を売却できるサービス（活、我が家）

サンヨーホームズ

「活、我が家」サービスの流れ

自宅を売却

賃貸料の支払い

売却後、賃貸契約
（定期借家契約）

お客さま

売却額

耐震・劣化診断
住まいのドック

リニューアル流通事業

買う人も売る人も、安心できる住まいの流通。

安心で快適な既存住宅の購入・売却をサポート。
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全戸建住宅にZEH
（ネット･ゼロ･エネ
ルギー･ハウス）を
標準採用

サンヨーホームズのあゆみ

ハウス･オブ･ザ･イヤー･イン･エナジー2015
優秀賞受賞

life style KURASI'TE「子育てしやすい暮らし」
第10回キッズデザイン賞受賞（以降連続受賞）

幼児期の言語感覚と運動機能を育てる「サンフ
レンズプリスクール」開園

海外事業初の現地拠点としてベトナム ハノイ
市に駐在員事務所を開設

ベトナム ホーチミン市で
分譲マンション開発及びマ
ンション・ビル管理業務に
着手

2016

サンヨーホームズ株式会社のリフォーム事業を
サンヨーリフォーム株式会社に統合

三重県桑名市で新たなタウンハウス「スマｅ
タウン・アーバンコミュニティ桑名」を販売開始

戸建注文住宅に防災用シェルターをラインアップ

ハウス･オブ･ザ･イヤー･イン･エナジー2016
優秀賞受賞

｢life style KURASI'TE 
V2Hで変わる暮らし」を
販売開始

株式会社日立製作所と
屋内移動支援ロボット
と画像解析システムを
活用した高齢者向け
生活支援サービスの実
証を開始

2017

ハウス･オブ･ザ･イヤー･イン･エナジー2017
「特別優秀賞」と「優秀企業賞」を受賞

株式会社日立製作所と協創パートナーシップ
を締結し「高齢者向け生活支援サービス事業
協創プロジェクト」を開始

岡山県立大学、岡山県備前市と「健康と暮ら
しの向上のためのまちづくり産学官包括連携
協定」を締結

戸建住宅の「ここちshAir
（シェア）」が子どもたちの
安全・安心に貢献するデザ
イン部門で第12回キッズ
デザイン賞を受賞

2018

マルチセンサーで家族を見守る「IoTで見守る
暮らし」を発売

「軽量鉄骨造とRC造のハイブリッド構法」を
開発、ロングスパンの無柱空間を実現。

2019

新ブランドマーク、ロゴ、
コーポレートスローガン
「For the best life」を制定

日本初 各住戸太陽熱利用エコキュートマンション
「THE SANMAISON神宮前四丁目ELDO」販売

日本初 Android家庭用ロボット搭載のスマート
ハウスを発売

2011

賢いスマートハウス「スマe」を導入

日本初 戸建住宅の鉄骨構造体に
「緩み止めナット」を標準採用

住まいの診断システム
「住まいのドック」を開始

グループ子会社をサンヨーリフォーム株式会社と
サンヨーホームズコミュニティ株式会社に社名
変更

商業施設複合型超高層
タワーマンション「The  
kitahama」がグッドデザイ
ン賞と大阪市ハウジング
デザイン賞をダブル受賞

2012

サンヨーホームズ株式会社
へ社名変更

東京証券取引所市場第二部上場

大阪市先導的都市型エコ住宅供給事業者に
選定されたスマートハウス分譲住宅「スマe
タウン・アーバン鶴見緑地」を販売開始

既存住宅リニューアル流通サービス組織「サン
住まいリング」発足

建設業界での徒弟制度衰退により若手技能
者の養成を目的とした「サンヨーホームズ・
カーペンタースクール」を開校

介護福祉事業のリハビリ型デイサービス「健康
サロン サンアドバンス緑ヶ丘」を開設

2013

東京証券取引所市場第一部指定

中部電力株式会社と共同出資による暮らしの
お役立ちサービスを提供する「e-暮らし株式会
社」を設立。

かんでんＥハウス株式会社と業務提携

中古マンションリノベーション事業に参入
兵庫県宝塚市・東京都新宿区にて販売開始

保育事業第1号となる「大日サンフレンズ保育
園」開園

日立コンシューマ・マーケティング株式会社と
業務提携 新型HEMS「スマeHEMS」を販売開始

2014

サンヨーホームズ初となるタウンハウス「スマ
eタウン足立竹ノ塚～芽ぐみの杜～」販売開始

日本初、多世代共生型マンション
「サンフォーリーフタウン桜ノ宮」
（総戸数287戸）分譲開始

新キャッチフレーズ
「人と地球がよろこぶ住まい」発表

2015

全戸建住宅でオール電化を標準仕様

4電力会社と共催で「オール電化住宅まつり」
開催（以降毎年2回開催）

ブリヂストン社との共同開発による住宅用
オリジナル制震システム「SanDouble-X」を
導入し戸建住宅に標準採用

総戸数1,163戸 10.1haのスケールを誇る駅前
複合都市プロジェクト「サンマークスだいにち」
始動（大阪府守口市）

2005

2006

全戸建住宅で「緊急地震速報システム」を
標準採用

2007

環境共生認定住宅「CASBEEすまい［戸建］」
評価システムを導入

太陽光発電「グリーン電力証書」に対応した
次世代ホームネットワーク「SANGENiS」を開発

国土交通省 第1回「住宅・建築物省CO2先導
事業」（以降4年連続採択）「長期優良住宅先
導事業」採択（以降3年連続採択）

居宅介護支援事業所を
併設したシニア向けマン
ション「サンミット生駒ザ・
ゲート」を販売開始

2008

マンション管理の三洋ホームズコミュニティ
株式会社を設立

大切な暮らしを住み継いでいく「“くらし”リレ
ーシステム」を導入

「住み替えサポートシステム」を導入

全国初の「防犯優良マンション」設計段階審査
に「サンメゾン高畑ELDO」が適合

戸建住宅「太陽の恵み～トリプルエナジー±０」
が新エネ大賞と環境大臣表彰をダブル受賞

戸建住宅にオンリーワンの暮らしを提案する
「life style KURASI'TE」を導入

2009

ハウス･オブ･ザ･イヤー･イン･エナジー4年連続
「優秀賞（特別優秀賞含む）」2年連続「優秀企業賞」受賞

三洋ホームズ株式会社 
総合「住生活」提案企業として始動

株式会社クボタより三洋電機株式会社への
株式譲渡により、商号を三洋ホームズ株式会社
と変更

経営理念・経営指針・事業コンセプトを制定

｢こどもECO絵画コンクール」開始
（以降毎年開催）

2002

株式会社三洋エステートの住宅事業とマンシ
ョン事業を三洋ホームズ株式会社に統合

2003

2001
太陽光発電システム標準搭載の戸建住宅を
販売開始

クボタ

1969
軽量鉄骨・プレハブ住宅事業のクボタハウス
株式会社を設立

クボタ

1997
クボタリフォーム関西株式会社を設立

クボタ

1987
株式会社三洋エステートを設立

三洋電機

1995
分譲マンション事業を開始

三洋電機

層
e  
イ
グ

ンの暮らしを提案する
を導入

入

に

暮らし提案型賃貸住宅
「プレミアムガレージハウス」
竣工

日本初の低・中層ZEH-M支援事業分譲部門に
採択された「スマeタウン・アーバンコミュニティ
桑名South」を販売開始

年連続採択）

を
マン
ザ・

」

支援事業分譲部門部 に
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事業所一覧

商　　号　 サンヨーホームズ株式会社（Sanyo Homes Corporation）

創立年月日　1969年2月1日

資 本 金　 5,945,162,500円

主要株主　 株式会社LIXIL　オリックス株式会社　関西電力株式会社

登　　録　 建設業許可番号: 国土交通大臣許可(特-28)第19226号

建築士事務所登録番号: 1級建築士事務所 大阪府知事登録(ニ)第18657号 他

宅地建物取引業免許番号: 国土交通大臣免許(4)第6105号

所属団体　 社団法人 プレハブ建築協会　社団法人 住宅生産団体連合会

会社概要 

本社
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3403 

P&F本部
枚方市中宮大池3丁目30番1号
TEL 072-847-2721

戸建住宅事業
東京支店
東京都千代田区一番町13番3
TEL 03-6272-8940

中部支店
名古屋市千種区内山3丁目30番9号
TEL 052-731-1521

大阪支店
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3470

九州支店
福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号
TEL 092-736-1134

マンション事業
マンション事業本部
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3435

東京マンション支店
東京都千代田区一番町13番3
TEL 03-6272-8961

中部マンション支店
名古屋市千種区内山3丁目30番9号
TEL 052-741-8006

大阪マンション支店
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3438

九州マンション支店
福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号
TEL 092-736-1135

賃貸・福祉事業
東京支店
東京都千代田区一番町13番3
TEL 03-6272-8945 

中部支店
名古屋市千種区内山3丁目30番9号
TEL 052-741-9762

大阪支店
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3472

九州支店
福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号
TEL 092-736-1152

リニューアル流通事業 
東京支店
東京都千代田区一番町13番3
TEL 03-6272-8940
中部支店
名古屋市千種区内山3丁目30番9号
TEL 052-731-1521

大阪支店
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-7670-3486

九州支店
福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号
TEL 092-736-1154

フロンティア事業
P&F本部
枚方市中宮大池3丁目30番1号
TEL 072-847-2721

ハノイ駐在員事務所
83B Ly Thuong Kiet Street, 
Hoan Kiem District, 
Hanoi, Vietnam

Tien Phat Sanyo Homes Corporation 
186 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Okamura Sanyo Property Corporation
186 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

ライフサポート事業
ライフサポート事業本部
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-7670-3412

サンヨーリフォーム株式会社
本社
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3491 

東京支店
東京都足立区六月1丁目29番4号
TEL 03-5686-5118 

中部支店
名古屋市千種区内山3丁目30番9号
TEL 052-741-9755
大阪支店
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3491

九州支店
福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号
TEL 092-736-1151

サンヨーホームズコミュニティ株式会社 
本社
大阪市西区西本町1丁目4番1号
TEL 06-6578-3465

東京支店
東京都千代田区一番町10番地10
TEL 03-6272-8989 

中部事務所
名古屋市千種区内山3丁目30番9号
TEL 052-856-0451

九州事務所
福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号
TEL 092-736-1157

東三国事務所
大阪市淀川区東三国2丁目34番1号
TEL 06-6397-8002

e-暮らし株式会社
名古屋市千種区内山3丁目30番9号
TEL 052-744-0271

※ 2019年4月1日現在

サンヨーホームズでは現代社会を取り巻く課題の解決を企業の発展に

つなぐCSV経営を進めており、近年多発する自然災害への対応もその

ひとつです。「エコ＆セーフティ」という事業コンセプトには、環境と共生

しながら人々の安全・安心を守り続ける当社の使命が込められており、

自然災害に対しても一貫してその使命を果たしてまいります。

全戸建住宅のZEH標準採用、省エネ仕様の徹底など環境対策への

取り組みの他、多様化する社会のニーズを踏まえた新事業にも積極的に

挑戦しています。また、住まいにおけるAI技術の可能性を検討する

プロジェクトチームを発足。高齢者支援サービスも開発中で、IoT技術や

生活支援ロボットを活用した実証実験も行っております。

あらゆる分野のお困り事を解決する「Best Life コンシェルジュ」の立場で、

多くの方の人生に役立つ事業やサービスをご提供し、社会に貢献できる

企業をめざしていきます。

よりよい社会をめざして
進化し続ける企業へ。

代表取締役会長

田中 康典
代表取締役社長

松本 文雄
代表取締役副会長

松岡 久志
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