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開発にあたって

一期一会
この出会いに感謝

早いもので近江八幡市で住宅建築を手がけて 25 年、私も 50 後半になりました。
お陰さまで、その間にたくさんの家を建てさせていただきました。
近頃は「子育て世代」といわれる、お若い一次取得のお客様が多くなっています。
私がお若いお客様に家を勧めるときアドバイスする事があります。
それは

代表取締役

植村 義和
私の娘も今年家を建てます。

「ローンの支払いに無理をしてはダメ」。

我々の時代「家は無理して買うもの。頑張れば 10 年 ・ 20 年後には地価が
値上がりして、売却益がでる。
」そんな時代でした。
しかし現在は昔のように地価が上がらないので「住宅取得＝資産形成」になり
ません。だから無理をしないことをおすすめしています。さらに現在は生活が多
様化し「幸せの基準」も多様化してきたように感じます。
だから、

「日々の生活にゆとりを持って、 趣味を楽しみ、
子育てをしつつ、 自分らしく暮らせる」
そんな家を提供したいと考え、ファーストステージを開発しました。

ファーストステージ
ここから はじまる あなたのステージ
子育て ・ ファミリー世帯の家
セミオーダー型 注文住宅

お問い合わせ

未来創造空間をトータルにつくる
株式会社

オーエムテクノ

〒523-0001 近江八幡市金剛寺町 291

0748-38-5225

ｈttｐ： //www.omtechno.jp

収入の多くを住宅ローンの返済に費やして家族のために ・ ・ ・
こう考えたのは昔の事です。
「日々の生活を楽しみながら、自分らしく暮らせる家」
これが現在の家づくりの考え方です。
そのため「無駄を省き、性能を重視し個性も大切にしたい」
その考えから「ファーストステージ」が生まれました。

株式会社

オーエムテクノ

子育てに大切な３つの環境が充実

標準仕様
学び

スタディー
コーナー

豊かなデザイン性
あなただけの家づくりが楽しめます！

機能性 ・ 省エネ性の高い設備をセレクト。
家事も家計も効率的！

どこでも出来る勉強場所。
お手伝いさせる環境づくり。
知識意欲を高める本棚の設置。

遊び

毎日の暮らしが快適 ・ 充実、 あなただけのこだわりの実現に

人造大理石天板

おしゃれで使いやすいシステムキッチン

キッズ
ルーム

個性豊かな外壁材と屋根材

２社のメーカーから選択

外壁材５４パターン１０色 ・ 屋根材 8 色

自由に遊んで、しっかり片付ける子供
専用の収納。
ゲームやパソコン設置場所を家族が集
うリビングルームに･･･

外壁材は 14 ㎜サイディング

シロッコファン

屋根材はカラーベストを使用

外壁財

屋根財

リビング

ふれあい ウッドデッキ
キッチン前のカウンターが勉強部屋＆お話空間

家族が集う場所の充実。
ウッドデッキやリビングルームで家族
の楽しい時間を

ミニパタくん

日々の生活を楽しみながら、 自分らしく暮らせる家

ハンドシャワー
浄水器

センターポケット
シンク

ある業界新聞のアンケートをご紹介します。

1. 半数以上の子育て世代の方々は 「注文住宅でなくてもいい」
（フルオーダーの注文住宅を希望する方

31-35 歳

46％、 27-30

と思っている。
33％）

2. 42％の人が 「生活の楽しみを優先、 ローンは最小限に抑えたい」
①

間取りはマスタープランをご用意

②

選べる

キレイで気持ちいい システムバス
と考えている。

多彩で

断熱性と気密性に優れたサッシ
玄関ドア５色 ・ サッシ５色

２社のメーカーから選択

ペアガラス
2 枚のガラスの間に密封され
た空気層が室内の暖かい空気
を逃がしません。

豊富な標準仕様

快適な設備が選べて、外観や内装のカラー
自分の好みで選べる

③

くるりんポイ排水口

うずまきの力で集めたゴミを
ポイと捨てられます。

魅力的な外観デザイン

浴室暖房乾燥機

安心と信頼

長期優良住宅対応
良質な住宅が長期にわたって
使用される事を普及するため、
国が定めた認定基準。

1. 維持管理が容易
2. 頑強な構造躯体
3. 優れた耐震性
4. 次世代省エネ基準

オール電化システム
クリーンで安全、省エネ

住宅エコポイント対象
引渡し式

次世代省エネ基準をクリア

安心の保証と信頼の点検

独自の取り組み

1. 完成保証

1. 着工式
2. 上棟式
3. 施主検査
4. 引渡し式

住宅建設業者が住宅工事を継続でき
なくなった場合、発注者の負担を最
小限に抑えて完成させる制度です。

2. 地盤保証

玄関ドア 勝手口ドア
３種類

好みの組み合わせで自分らしさを演出

大手並みの品質 ・ 安心の保証 ・ 信頼の定期点検
お客様満足の追及 大手並みの品質

ペアガラスサッシ

うれしい機能が充実 洗面化粧台＆トイレ
シャワートイレ
手すり＆収納付

万が一の地盤沈下に備え、地盤に
対する保証をつけています。

リモコン

3. 瑕疵担保責任保険

洗面化粧台（三面鏡）

ハンドシャワー
水栓

明るく若々しい印象 建具４色

フローリング４色

引渡しから 10 年間は構造上主要な
部分と雨水の浸入を防止する部分に
は保険が適用されます。
ぐるピカ便器

4. 信頼の定期点検

引渡しから 1 ヶ月 ・ 3 ヶ月 ・ 6 ヶ月
1 年 ・ 1 年半 ・ 2 年 ・ 5 年 ・ 10 年
と無料点検を行います。

上棟式

ボウル４色
扉７色

室内ドア

リビング
ドア

トイレ
ドア

クローゼット
ドア

本棚

