
～株式会社ライフライン～

Welcome to our office
【企業理念】

～夢と感動すべての人へ～
私たちはすべての人の幸福を追求すると同時に、

お客様第一主義を徹底し地域に必要とされる企業を目指します。

Space Design

Exterior

a roof and

the outer wall

会社見学随時受付中
ご連絡お待ちしています

ライフラインがまるわかり！

動画をチェック！



私たち株式会社ライフラインは住宅(マンション・戸建て)において、古くなったり傷んでしまったところを改修したり、

新しいものに入れ替えたりと、お客様により快適に過ごしていただく住まいのリフォームを専門にしている会社です。

本社事務所

神戸市垂水区東舞子町18-22

オーブデメール201

JR舞子駅から徒歩約10分ほど。舞子ビラホテルのすぐ近くに本社事務所があります。

事務所から明石海峡が見えるのが自慢です♪

アグロガーデン星陵台店の

1階エレベーター横にあります。

アグロガーデン駒ヶ林店の

2階奥にショールームがあります。

垂水

星陵台ショールーム
神戸市垂水区星陵台4-4-31

長田

駒ヶ林ショールーム
神戸市長田区南駒栄町1-7



Message

これからのライフラインの働き方は「がんばろう」だけではだめだ。

企業として生産性を上げていかなければならない。

私はあえて社員に「生き方、働き方」をもっと学べ

自分が経営者になったつもりで仕事をしてみろ！と言います。

単純な労働者になった途端、仕事は時間を消費する作業に変わってしまう。

仕事に付加価値を付けるため様々な本を読み、多くの人に会い知識を吸収する。

工夫を凝らす努力をすれば、応援してくれる仲間は必ず増えるはず。

ライフラインの経営の目的というのは、

「全社員を幸せにすること、ライフラインの経営に関わる人皆を幸せする」ことです。

困難なことに挑み、厳しさを乗り越え達成する。

その楽しさを知ってもらうことこそが重要である。

「人の役に立つこと」

「常に前向きで夢と希望を抱いて、素直な心を持ち、日々創意工夫」

ライフラインという会社で一緒に仕事をしませんか。

代表取締役 笠松寛



仕事内容

主な仕事内容や１日の流れ、様々な職種をご紹介します！



,

07:50～

08:00～

09:00～

12:00～

13:00～

17:00～

朝礼後

環境整備

準備・移動
道具や材料の準備・点検

現場作業
大工作業・解体撤去

搬入搬出・養生など

昼休憩

現場作業
大工作業・解体撤去

搬入搬出・養生など

後片付け・清掃・帰社

私たち工事部の仕事は、環境整備から始まります。毎朝、自分たちの会社周辺地域の清掃を行い、職場の整理・整頓・点検。

その後、職人全員そろっての朝礼を行って一日をスタートします。

最初のうちは現場の仕事を知っていただくために、先輩の職人に同行しながら仕事を覚えていただきます。

毎朝、工事部全員そろっての朝礼。

工事の心構えの確認。昨日の現場状況を

報告・共有をします。

現場に向かう準備中。

道具や材料を

確認しながら

軽トラックに

積んでいきます。

ライフラインには専門的な技術をもつ

屋根の職人もいます！屋根の工事は

もちろん、屋根の点検もおこなってい

ます。

主な仕事内容

・大工作業

・解体撤去

・搬入搬出

・養生

・施工管理

・発注

…などなど

現場工事スタッフ

元気に朝礼からスタート!!

完成!!
ビフォーアフター

工事前

解体中



2020年度に入社した社員３人で造作家具を作りました！

入社して１年。現場の経験、職人塾での勉強の成果を発揮すべく造作家具作成の課題に挑戦！

今回は、本社事務所のロッカースペースに冷蔵庫が入る造作家具を作成しました。

親方から新人へ、精神力、

技術の向上につながる学びの場、

名付けて「職人塾」

2020年9月からスタートし、

９回目を迎えました。

細かい寸法や仕

様など、親方や同

期の仲間に相談

しながら作成して

いきます。

完成！！

工事前



プランナーの仕事は、住宅

(戸建てやマンションなど)

のリフォームをご提案する

仕事です。まずはお客様の

お宅に訪問(現地調査)、お

悩みやご要望を伺います。

調査の内容をもとに暮らし

やすいリフォームのプラ

ン・見積りを作成しご提案。

工事が始まれば現場の管理

も行います。

わたしたちの仕事は、

ショールームにご来店さ

れたお客様への店内のご

案内、お住いのお悩みを

お伺いし対応することで

す。お客様のファースト

コンタクトを担う「会社

の顔」。気軽に入店しや

すい雰囲気づくりはもち

ろん、お客様のお悩みを

しっかり聞き込み、営業

や現場へとつなぐ大事な

役割もあります。

本社事務所を拠点とし、

パソコンを使用してデー

タを入力し、社内外で必

要な書類の作成・整理、

郵便物の仕分けや発送、

電話や来客応対を行うの

が基本的な仕事です。し

かし弊社の事務スタッフ

はそれだけではありませ

ん。ときには、営業のサ

ポートをしたり、取引先

やショールームにまで気

を配るなど多岐にわたり

活躍しています。

CADオペレーターとは住宅

の設計や製図を支援するシ

ステムソフトの操作を専門

的に行う仕事です。プラン

ナーが考えたプランをCAD

に入力し、図面や3Dパー

スとしてデータにおこし、

お客様にわかりやすくご提

案できるよう形にします。

専門知識はもちろん、商品

知識、お客様視線のご提案

などあらゆるアイディアや

知識が必要です。

・プラン作成

・見積作成

・接客対応

・商談、プラン提案

・現場管理

・商品発注

…などなど

主な仕事内容

プランナー

営業

事務

スタッフ

主な仕事内容

・図面作成

・プラン作成

・現場調査同行

・現場撮影

・電話応対

…などなど

主な仕事内容

・書類作成

・データ入力

・伝票処理、入力

・備品管理、発注

・電話メール応対

…などなど

CAD

オペレーター

ショールーム

スタッフ

主な仕事内容

・接客

・顧客管理

・電話応対

・イベント企画

・POP、チラシ作成

・HP企画

・SNS更新

…などなど

ライフラインでは工事スタッフの他にも

様々な職種の人が働いています！



会社の様子

「ライフラインで働いて良かった」と心の底から思えるような会社に

ならなければ、お客様に最高の商品やサービスを提供することは

できないし、地域社会に貢献することはできないという考えに基づき、

「全社員の物心両面の幸福を追求する」と掲げています。



月に一度、全社員参加で月初報告会を開催。
(現在は新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止になっています)

月の反省、目標を全員で共有します。

その後お食事会。普段なかなか話す機会のない

社員同士の交流の場となっています。

毎年恒例の社員旅行。
(現在は新型コロナウィルス

感染拡大防止のため中止されています)

一昨年は海外に行きまし

た～♪楽しむだけではなく、

海外の建築物や市場調査

もかねて。とてもいい刺激と

なりました。

毎年恒例の社員旅行

美味しいものを食べ

美しいものを見て

見識を広めます。

in 金沢

社員の誕生日や

年間イベントも

全力投球！

みんなの笑顔を

見たいんです！



2020年度の入社式は新型コロナウィルス

感染拡大の影響でシンプルなものに。。。

同じ地元で頑張るお店で小さな懇親会を

開催しました。

制服の採寸

入社式＆懇親会

新入社員 内定式

2020年度 新メンバー加入

入社前に工事部

メンバーは作業着の採寸。

デニム素材を使った

おしゃれな作業着を採用！

内定が決まった新入社員を招いて内定式＆懇

親会を開催。

クリスマスに合わせて舞子ビラホテルでランチ

コースを堪能しました♪



先輩社員 一問一答
～2020年度入社の先輩社員からメッセージ～



会社社名 株式会社ライフライン

会社設立 平成２年３月１４日

資本金 10,000,000円

代表者名 笠松 寛

所在地 〒655-0047

兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-22 オーブデメール201

交通アクセス JR舞子駅 徒歩10分

高丸IC       車 ５分

電話 078-787-7345

FAX 078-787-7346

E-mail       info@lifeline-de.jp

事業内容 ・水まわり工事(キッチン・トイレ・浴室・洗面etc)

・内装工事(クロス・フローリングetc)

・屋根、外壁工事

・エクステリア、外構工事

・増改築工事

・設備機器メンテナンス

建設業許可 兵庫県知事 許可（般-1）第115634号

取引銀行 三井住友銀行


