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株式会社 住宅工営
〒192-0083 東京都八王子市旭町 11-5 CP-6 ビル 2 階
042-656-8288 / 042-656-2882
＜日本橋オフィス＞
東京都中央区日本橋本町 4-3-4 東海日本橋ビル 6F
＜甲府支店＞ 
山梨県甲府市青沼 2-11-22
代表取締役 CEO　齋藤 祥文
https://jutakukouei.com
1969 年 8 月 18 日
3,000 万円
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株式会社 GLOBAL KOEI（グローバルコーエイ　）
〒192-0083 東京都八王子市旭町 11-5 CP-6 ビル 1 階
042-656-8621 / 042-656-5001
代表取締役 CEO　齋藤 祥文
https://www.c21-globalkoei.com/
1987 年 2 月 9 日
1,000 万円

宅地建物取引業免許　東京都知事 (8) 第 53977 号
不動産賃貸仲介
管理不動産売買仲介
土地開発、建売分譲および販売
土地有効活用に関する企画、調査などのコンサルタント業
建築工事、建物内装・外装工事及び補修工事請負
損害保険の代理店業ならびに生命保険の募集に関する業務

宅建業免許 国土交通大臣（13）第 1594 号
建設業免許 東京都知事（般ー 28）第 145924 号
リノベーション協議会 （一）第 1181353 号
公益社団法人日本愛玩動物協会 2761
不動産買取再販業務全般、不動産売買仲介、建物建設請負、
コンサルティング業務、
福祉事業 ( 高齢者賃貸、見守り＆駆け付け )、
国際事業 ( シェアハウス管理＆運営、国際交流イベント企画＆運営 )

免許登録

事業内容

免許登録
事業内容



株式会社住宅工営 国際事業部

「多様性を受け入れ、不平等な雇用・不平等な住まいの提供の是正に取り組む」という考
えのもと、 外国人の方々が抱えている課題に対して” 暮らし” を通して向き合います。

” 外国人” ということだけで、住まい探しの中でも差別を受けることもある。
でも、私たち日本人だって海外に行けば外国人なのに…。

日本に住み、暮らし、学ぶ（働く）外国人の方々の目的や、目的達成までにかかえている課題は何なのか、
また、” 暮らし” 以前の問題点として、日本人と外国人の間にあるバイアス…
私たち日本人が外国人の方と接する際の戸惑いのようなものはいったい何なのか？

このバイアスの本質も捉えながら、” 暮らし” を通して私たちが提供していくことのできる、価値とは何かに向き合っています。

◇VALUE&PORICY
・平等と公平
・共感
・学び合う

◇VISION
「誰もが平等に、全ての機会へアクセスることが認められる世界へ」
「誰もが恐れを超えて、手を差し伸べることができる世界へ」

◇MISSION
「新たな門出」となる暮らしの提供（新世界・新価値観）

サービス名は、「GLOBAL+SUPPORT＝PORTAL（ポータル）」
「PORTAL」新しい世界の玄関＆入口という意味も



■空き家再生＆国籍を問わず誰もがが安心できる ” 暮らしを、design。”

平成 30 年（2018 年）に実施した八王子市空き家実態調査では空き家の数 は 2,423 戸にのぼり、更に空き家が増加した場合、地域
住民に与える影響は大きく地域コミュ ニティの活動の低下につながることも危惧され、空き家の適切な管理の促進とあわせて空き
家 の発生を予防するための対策が求められています（引用元：八王子市空き家等対策計画より）

築47年の７LLDDKKという特徴的な間取りで、接道がなく再建築不可物件の空き家となっていた戸建てを住宅工営で買取。その後、リフォー
ム＆自分たちでDIY し、最大 8名入居可能な国際交流型シェアハウスとして人や国の不平等をなくす取り組みの一環として、スタート。

Before▶

After▶



■PORTAL 片倉　国際交流型シェアハウス（2022 年 4月現在満室）

《私たちが提供するサービス》
・生活サポート（7言語）　
　┗日常生活で困ったこと、例えば銀行口座の開設、病院探しのお手伝い等のサポート対応。
　　住宅工営の社員が対応しています。台湾・フランス・韓国国籍のスタッフが現在在籍中。

・外国人入居者向けのオンライン日本語講座
　┗日本での就職希望の方には、N１検定取得を目標に週 1回レッスン実施。

・日本人入居者向け英語講座
　┗英語が苦手な日本人入居者さんにも、もっともっと楽しくコミュニケーションをとってもらえるように週 1回レッスン実施。

・日本で就職したい外国人の方に向けた企業見学会
　┗八王子市内、外にて 8社提携先があります。入居者さんより希望があれば企業見学へ同行。
　　留学生と企業の繋がりのきっかけ作り。

八王子市片倉町に 2021 年 9月 1日「PORTAL シェアハウス」1号館をOPEN ！

日本に留学しに来た外国人留学生の目的のほとんどが日本で就職を希望しています。しかし、現実は難しく、大学生の間に内定した留学生は全
体の ��.�％であり、そのほか ��.�％は就職活動に失敗をし、帰国・又は大学院に進学をする選択をしています。
そこには企業と学生の繋がりが少ない、外国人採用に消極的な企業、留学生自身の語学力不足、などの課題があります。
そこで私たちは、外国人留学生の多い八王子に独自のサポート付き国際交流型シェアハウスを創りました。
現在満室で � か国　　　　　　　　� 名のハウスメイトで校正されています。



■PORTAL 国際交流イベント「Let’ s make new friends」（定期開催）
「人や国の不平等をなくす！」誰でも参加できる国際交流イベント

《過去のイベント開催歴》����.� ～
Let’ s make new friends!!　
� 月 Yukata Day
�� 月 Halloween
�� 月 Thanksgiving Day
�� 月 Christmas
� 月 Let’s hike Mount Takao while learning about Hachioji’ s history!　( 高尾山を登りながら八王子の歴史を学ぼう！ )
� 月 International Hanami　（お花見で日本ならではなの遊びもしながら交流しよう！）

無意識に外国人の方との間にうまれるバイアスを、お互いが一歩を歩み寄ることで少しでも壁をなくせる機会をつくる。
日本人と外国人の方々との交流場の機会、また日本に来た外国人同士の交流の場づくりと、日本での暮らしの困った ! に
いつでも住宅工営を頼ってもらえるよう、月に一度イベントを開催しています！

2021 年 7月からの取り組みで、延べ参加人数は 120 名。国籍は 20 国籍以上！
八王子の学校に通う日本人大学生や、日本人の親子の参加など、多様な方々のご参加が少しづつですが増えてきています。



株式会社住宅工営 福祉事業部

「高齢者でも借りられる賃貸物件と日々の見守り＆駆け付けの提供」にて、
はちおうじ人生 100年サポート企業に登録をいただくことができました。

不動産業を営む上で、一人暮らしの高齢者の入居が断られてしまう現実があります。
急速に少子高齢化が進み孤独死などが増える中で、入居者様もオーナー様もリスクを考えれば、仕方がない事と思います。

そこで私たちはこちらのサービス提供をもって、貸す側も借りる側にも不安を残さず、
高齢者の方でも、” 最後まで自分らしい” 暮らしを送っていただけるサポートをはじめました。

「” 自分らしく” 頑張れるところまではご自宅で、必要になった時に介護施設へ。」私たちは、こう考えています。

これからも、不動産業として取り組むべき課題に向き合い、
住まいを通じて一人ひとりの幸せと生きがいを創出し、すべての人に安心・安全な住まいの提供に努めて参ります。

サービス名は、高齢者の方お一人おひとりの望む、今の自分らしい暮らし＆住まいを見つける為、
ゴルフのキャディさんのようにそっと寄り添い、サポートしたいという思いがあります。

弊社の特徴は、専属の入居相談員を配置しており、八王子市の居住支援協力店登録としても、
様々なケースに対応しております。

キャディ



■高齢者が安心できる住まい提供と暮らしのサポート

高齢者向け
見守り&
駆け付け

とお部屋探し
相談窓口

＜賃貸紹介＞

＜介護施設紹介＞

高齢者でも諦めない。
年齢制限なし・保証人不要

お身体や資産の状況に
合わせて施設をご紹介します。

お部屋探し相談窓口



自分らしい
楽しい暮らし

生活支援
サービス

おひとりさまを
サポート

最後まで＂自分らしく＂支えます。

「貸してもらえないから、施設しかない。」
高齢者というだけで賃貸の入居を断られたというご相談があります。
リスクを考えれば、やむを得ない事と思います。

そこで私たちは、
「高齢者でも借りられる賃貸物件と日々の見守り＆駆け付け」を
ご提供し、貸す側も借りる側にも不安を残さない事をお約束します。



一人ひとりが幸せを実感することのできる社会を
　　私たちは創造する。誰一人取り残さない。


