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住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります
 

株式会社
以来、不動産や建築に関わる様々な事業に取り組み、
着工棟数第

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
当社の経営理念
決や、環境への対応、人権
境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。

 
 
 

 

１．すべての人々が幸せになれるまちづくり

 当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
責任⼀貫体制で⾏うことで、土地や建物のあらゆる原価を可能な限り抑え、
「住みやすく

 

２．⾼品質だけど低価格なデザイン住宅の実現

 住宅は⻑く使い続けるものですから、品質の⾼さが⼤前提となります。
は別に、当社独自の第三者機関による検査体制を整えています。

 ⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

 

よかタウンは
の⼀環として
続的に貢献していくことを宣言いたします。
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住宅ビルダーランキング

「よかタウン
住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります

株式会社 よかタウン（本社︓福岡市東区、代表取締役︓野島
以来、不動産や建築に関わる様々な事業に取り組み、
着工棟数第 1 位を獲得するまでに成⻑いたしました

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
当社の経営理念にもとづき、
決や、環境への対応、人権
境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。

１．すべての人々が幸せになれるまちづくり

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
責任⼀貫体制で⾏うことで、土地や建物のあらゆる原価を可能な限り抑え、
住みやすく」、「デザイン性

２．⾼品質だけど低価格なデザイン住宅の実現

住宅は⻑く使い続けるものですから、品質の⾼さが⼤前提となります。
は別に、当社独自の第三者機関による検査体制を整えています。

⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

よかタウンは SDGs
の⼀環として、下記目標、ターゲットを採択し
続的に貢献していくことを宣言いたします。

RELEASE 

住宅ビルダーランキング 福岡県低層住宅着工棟数

「よかタウン
住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります

よかタウン（本社︓福岡市東区、代表取締役︓野島
以来、不動産や建築に関わる様々な事業に取り組み、

位を獲得するまでに成⻑いたしました

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
もとづき、今後も ESG

決や、環境への対応、人権に関する課題や、コンプライアンスの維持・改善に取
境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。

１．すべての人々が幸せになれるまちづくり

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
責任⼀貫体制で⾏うことで、土地や建物のあらゆる原価を可能な限り抑え、

「デザイン性の⾼い」、まちの

 

２．⾼品質だけど低価格なデザイン住宅の実現

住宅は⻑く使い続けるものですから、品質の⾼さが⼤前提となります。
は別に、当社独自の第三者機関による検査体制を整えています。

⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

 

SDGs（持続可能な開発目標）への重点的な取り組み
下記目標、ターゲットを採択し

続的に貢献していくことを宣言いたします。

福岡県低層住宅着工棟数

「よかタウン SDGs
住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります

よかタウン（本社︓福岡市東区、代表取締役︓野島
以来、不動産や建築に関わる様々な事業に取り組み、

位を獲得するまでに成⻑いたしました

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
ESG の課題に取り組み、社内のガバナンス向上、国内外の社会的な課題の解

に関する課題や、コンプライアンスの維持・改善に取
境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。

１．すべての人々が幸せになれるまちづくり 

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
責任⼀貫体制で⾏うことで、土地や建物のあらゆる原価を可能な限り抑え、

、まちの景観づくり

 

２．⾼品質だけど低価格なデザイン住宅の実現

住宅は⻑く使い続けるものですから、品質の⾼さが⼤前提となります。
は別に、当社独自の第三者機関による検査体制を整えています。

⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

 

（持続可能な開発目標）への重点的な取り組み
下記目標、ターゲットを採択し、企業として

続的に貢献していくことを宣言いたします。 

福岡県低層住宅着工棟数

SDGs
住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります

よかタウン（本社︓福岡市東区、代表取締役︓野島
以来、不動産や建築に関わる様々な事業に取り組み、2019年度・

位を獲得するまでに成⻑いたしました。

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
の課題に取り組み、社内のガバナンス向上、国内外の社会的な課題の解

に関する課題や、コンプライアンスの維持・改善に取
境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。

 

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
責任⼀貫体制で⾏うことで、土地や建物のあらゆる原価を可能な限り抑え、

景観づくりにもつながる優れた商品を提供してまいります

２．⾼品質だけど低価格なデザイン住宅の実現 

住宅は⻑く使い続けるものですから、品質の⾼さが⼤前提となります。
は別に、当社独自の第三者機関による検査体制を整えています。

⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

（持続可能な開発目標）への重点的な取り組み
企業として 2030

福岡県低層住宅着工棟数 2 年連続第１位

SDGs 宣言」を制定
住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります

よかタウン（本社︓福岡市東区、代表取締役︓野島 幸司、以下当社）は、
年度・2020年度には、

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
の課題に取り組み、社内のガバナンス向上、国内外の社会的な課題の解

に関する課題や、コンプライアンスの維持・改善に取
境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります。 

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
責任⼀貫体制で⾏うことで、土地や建物のあらゆる原価を可能な限り抑え、

つながる優れた商品を提供してまいります

 

住宅は⻑く使い続けるものですから、品質の⾼さが⼤前提となります。当社では、
は別に、当社独自の第三者機関による検査体制を整えています。 

⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

 

（持続可能な開発目標）への重点的な取り組み
2030 年まで継

年連続第１位の

宣言」を制定
住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります

幸司、以下当社）は、
年度には、2年連続で

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
の課題に取り組み、社内のガバナンス向上、国内外の社会的な課題の解

に関する課題や、コンプライアンスの維持・改善に取り組み、人々が幸せに暮らせる住環

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
責任⼀貫体制で⾏うことで、土地や建物のあらゆる原価を可能な限り抑え、若い世代を含めてより多くの⽅々に、

つながる優れた商品を提供してまいります

 

当社では、⾏政法定検査・瑕疵保険検査と

⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

 

2022 年
株式会社 

のよかタウン 
宣言」を制定 

住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります

幸司、以下当社）は、2000 年 5
年連続で福岡県低層住宅

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」
の課題に取り組み、社内のガバナンス向上、国内外の社会的な課題の解

人々が幸せに暮らせる住環

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
若い世代を含めてより多くの⽅々に、

つながる優れた商品を提供してまいります。  

 

⾏政法定検査・瑕疵保険検査と

⾼品質で安⼼して住める⽊造住宅の普及と、住宅建築における国産材利⽤を促進するために、2021 年
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。

 

 

年 3 月 1 ⽇ 
 よかタウン 

 

住環境の創造を通じて持続可能で豊かな社会づくりに貢献してまいります 

5 月の創業
福岡県低層住宅

「全社員の幸せと満足を追求するとともに、家づくりを通して、人や社会に貢献しすべての人々を幸せにする」という
の課題に取り組み、社内のガバナンス向上、国内外の社会的な課題の解

人々が幸せに暮らせる住環

当社では「すべての人に持ち家を」をミッションとしています。土地の仕入れから設計、建築、アフターメンテナンスなど
若い世代を含めてより多くの⽅々に、

⾏政法定検査・瑕疵保険検査と

年 4 月に
三栄建築設計、オープンハウス、ケイアイスター不動産が⽴ち上げた「⽇本⽊造分譲住宅協会」の賛助会員となりま
した。国産材の利⽤を通じて、⽇本の森林問題・環境問題の解決と持続的・発展的サイクルの確⽴、国内の森林が
持つ多⾯的機能（温室効果ガス削減、⽔源涵養および⽣物多様性の保全）の維持回復をめざします。 
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３．日本一誇れる会社をつくる 

 会社の業績や成⻑だけでなく社員⼀人ひとりがよかタウンで働くことを誇れる会社作りを⾏います。 

ダイバーシティ推進の⼀環として⼥性活躍に向けた取り組みを実施しています。本社に企業主導型保育園を設置
し社員の多様な働き⽅に対応するとともに、地域のお子様も受け入れ社会貢献にも取り組んでいます。また、育児休
暇の取得を推進しており、2022 年 3 月 1 ⽇現在、男⼥ともに 100%を取得しています。そのほか⼥性社員の採⽤
状況、就業状況、管理職への積極登⽤が評価され、2021 年 3 月に「WOMAN’s VALUE AWARD 優秀賞」、
2021年10月に⼥性活躍推進に関する状況が優良な事業主を厚⽣労働⼤⾂が認定する「えるぼし 3つ星」認定
を取得しました。 

     
 
 
■株式会社よかタウンの概要 

・2000 年:創業。2009 年:住宅事業に参入。2016 年:ケイアイスター不動産㈱のグループ会社化。 

・「すべての人に持ち家を」をミッションとし、「⾼品質だけど低価格なデザイン住宅」を提供。 

・「FiT(フィット)」、「和楽(わらく)」、「Ricca(リッカ)」、「炭の家(すみのいえ)」等、価格帯の異なる商品や地域 
特性を考慮した商品を展開し、お客様のニーズに対応しています。 

・福岡県に 16 店舗、2021 年 5 月には佐賀県、熊本県にも新規店舗を展開。 

 ・低層住宅着工棟数で 2019 年度・2020 年度、２年連続福岡県第 1 位（㈱住宅産業研究所調べ）。 

 ・新築⼾建を中⼼に 2020 年度（2020/4〜2021/3）年間契約数は 827 件（土地含む）。 
 
社 名 株式会社よかタウン 

代 表 者 代表取締役 野島 幸司 

所 在 地 〒813 0062 福岡市東区松島 6 丁目 6 番 33 号 

資 本 ⾦ 9,496 万円（資本準備⾦含む） 

設 ⽴ 2000 年 5 月 1 ⽇ 

売 上 ⾼ 202 億円（2021 年 3 月期） 

従 業 員 数 217 名（2021 年 4 月 1 ⽇現在） 

U R L https://www.yoka town.com/ 

事 業 内 容 
⼾建分譲事業、注⽂住宅事業、総合不動産流通
事業、建築事業、規格住宅事業 

 
［本件に関するお問い合わせ］   株式会社 よかタウン 総務部 広報戦略企画課 吉浦 

TEL:092-612-1188  携帯︓070-3136-1694 E-mail︓yoshiura@yoka-town.com  

 


