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株式会社大和不動産小山氏に伺いました。

Q1．不動産相続モデルとはなんですか？
賃貸管理会社が、オーナーの建物の管理
のみを行うのではなく、“人・財産”の管理を
することで、売買、再生リフォーム、建築など
の提案を通してオーナー自身の悩みを解決
し、管理料と同様に、できるだけカンタンな仕
組みとして継続的な事業の柱を作ることです。
弊社では賃貸仲介、賃貸管理、不動産相続の3つの事業の柱があ
りますがそれぞれ粗利4億円づつと、主力事業になっています。

Q２．なぜ不動産相続に取り組んだのでしょう？
１番の理由は、地域の中で賃貸仲介・管理だけでは競合には勝て
ず、先細りしていく、と考えたからです。また、一生懸命に賃貸仲介
や管理のみに取り組んでもなかなかオーナーの満足度も、自社の生
産性も上がりません。逆にオーナーの将来や根本的な不安を解決
するような地域の管理会社はない。ここに真剣に取り組むことで他社
が取り組みきれない大型の案件や、他社の苦手な分野でも管理戸
数を増やすことができる。そこで不動産相続を進めることにしました。

Q３．不動産相続モデルで何に取り組み何を伸ばしましたか？
最も伸びるのは、管理戸数、そして生産
性です。弊社では、実は“積極的に管理を
獲得”する動きは現状ではしていません。
しかし、オーナーからプラスアルファで任さ
れる管理戸数は、ここ数年、純増６００戸以
上。また、不動産相続に関わるメンバーの
一人あたり粗利生産性は５，０００万円以上
と全体の生産性を大きく上げています。
高い生産性の部門ができたことで、弊社で

は社員平均年収６００万円に向けた取り組みを進めていますが、結
果的に営業利益は２０％以上、社員の定着率もアップしています。
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不動産相続で毎年粗利4億円！
驚異の1人当たり粗利5,714万を実現！

地域密着の賃貸管理会社で不動産相続
モデルに挑戦する大和不動産 小山氏

オーナーの資産に踏み込み、不動産相続
を任せていただくことで、結果として
様々な売り上げにつながっていった

売買手数料
32,200万円

建築紹介料
3,000万円

コンサル料
3,100万円

長期修繕
4,100万円
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2010年当初、大和不動産は地域の中
で先が見えない競争に戸惑っていた。
ネットでの入居者獲得競争や大手を含
めた店舗展開。仲介単価や管理料単
価も下がっていく。東京のベットタウンに
位置する埼玉県浦和市でしたが、代表
である小山氏は、ますます競争が激化
していく将来の賃貸市場をまざまざと感
じていた。

当初、一般の顧客向けの売買なども実施してみたが全国大手企業
の台頭でなかなか業績も伸びず、うまく行かない。単純な多角化で
は勝てない、と感じる中で、目に留まったのが『オーナーの顧客満足

アンケート』だった。年間数件出る売買や
資産の相談に取り組んでいるオーナーの
満足度が異常に高く、満室のオーナーの
満足度は思ったほど高くはない。見てみる
と、『相続で資産が減る、と思いこんでい
る』オーナーが多く、結果的に資産を最適
化し、収入を増やすことで満足度が高
まっていることがわかった。しかも、売上に
も大きく貢献している。

これだ！『相続で資産を最適化する』ことで地域で一番になろう！！

悩みを聞くだけなら誰でもできる。
しかし、地域で徹底的に相続に
取り組み、解決している不動産
会社はいなかった。『自社ででき
る、賃貸仲介、賃貸管理、売買
や他の専門家とのネットワークを
作れば、オーナーに喜ばれ、自
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中心とする、埼玉県さいたま市浦和区は、
地域の中でもどんどん賃貸仲介会社、管理
会社の競争が激しくなっていく。小山氏は
将来への危機感を感じていた。

転換のきっかけになったオーナーアンケート。
入居率が高いオーナーの満足度よりも、資産
の相談を解決しているオーナーの満足度が高
い、という結果に！
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社の収益にもつながる新しいビジネスの柱ができるはずだ！』。
大和不動産の、地域での不動産相続モデルの挑戦が、ここから始
まった。

不動産相続を、事業の核にしていく。
事業計画のポイントは“管理戸数の
拡大”と“高生産性”だった。ただ、
売上を上げるのではなく、長く地域に
必要とされる会社を作る。そのため
に、社員平均年収600万円、当時
２名で一般顧客向けに展開し売上
4,500万円だった売買部門をオーナー中心の売買で事業の柱に拡
大、管理戸数500戸増を掲げ、全社的な舵取りがスタートした。取り
組み当初、感覚として、“相続”をテーマに集客すればオーナーは集
まり、自然と成果は上がる。小山社長はそう考えていた。

しかし、現実は思うようには行かなかった。チラシやネットを活用して
も相続で集まるのはオーナーではなく一般の世帯や、不動産をあま
り所有していないトラブル対応のような反響が多い。件数は増え、多
い月では20件を超える反響があるが、なかなかオーナーとの接触や、
売上につながらない。当時、なんとなく担当にした社員もなかなか成
果が上がらず疲弊していく。当初小山社長が想定していたビジネス
モデルとは真逆の状態に陥ってしまったのである。
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時 期 資産管理転換前 資産管理転換後 今後のビジョン

理想的な姿 最大化（満室経営）
最大化＋最適化
（部分的な売買）

資産コンサル
（全体を見た売買コンサル）

売上 5億円 12.5億円 15億円
売上比率 4(賃貸)：2(売買)：4(管理) 3(賃貸)：3(売買)：3(管理) 5(賃貸管理)：5(相続売買)
経常利益 5000万円 2.5億円 4億円
経営情報 仲介件数 管理戸数 ロイヤルオーナー数

（社員給与） 400万円 500万円 600万円
■提供価値

商品・ｻｰﾋﾞｽ
不動産

客付サービス
不動産

PMサービス
不動産

金融商品＋PM＋AMサービス

組織 商店
機能別組織
（業務割り）

事業別組織
（賃貸・管理・売買チーム制）

収益構造
（手数料)

賃貸：仲介手数料
売買：法定報酬

賃貸：AD＋仲介手数料
売買：法定報酬：

賃貸：AD
（ﾈｯﾄ取引により仲介手数料ｾﾞﾛ）
売買：ネット取引による自由化

賃貸仲介 ↑（上昇） →（横ばい） ↓（下落）
管理 ↑（上昇） ↑（上昇） →（横ばい）
売買相続 →（横ばい） ↑（上昇） ↑（上昇）
■顧客認識
市場・顧客 浦和（オーナー） さいたま市（オーナー・入居者） 埼玉県南（富裕層・ﾛｲﾔﾙｶｽﾀﾏｰ）
社会経済 中流社会 中流社会 格差社会

不動産相続を柱にした成長イメージ。社員の平均年収を
600万円に！高生産性・管理拡大への挑戦が始まった。

一般世帯の相続
トラブルの増加

成果につながる
提案にならない



①物件が老朽化してきているが、修繕、建て替え、
事業をやめるかの判断が難しい

②入居率や家賃アップのためのサービスの改善方
策が分からない

③税金や金融などの専門的な知識を習得・更新す
るのが難しい

④自分の資産を賃貸住宅に投資すべきか、他に投
資すべきか分からない

⑤相続にあたって、現在の賃貸住宅を引き継ぐか
否か判断が難しい

38.1％１位

34.3％

28.6％

18.2％

15.6％

オーナーの今後の賃貸経営の課題調査 トップ５ （Ｎ＝５８５ 複数回答）
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もっと、オーナーに身近に浸透し、自然に任せてもらえる流れを作ら
なければ。このままだと事業としては定着しない。また、難しい案件ば
かり集まってきても、社員の営業力頼みになってしまう。
全社的に新しい取り組みを成功させるため、徹底的に地域や自社の
オーナーを整理し、経営陣中心で状況把握できる体制を整えた。
現場で起こっていることを的確に判断し、定着できる流れを作るとこ
ろから、成果につながる不動産相続が動き出した。

改めて相続の取り組みをスタートすると、わかってきたのは、『いかに
頼まれる』環境を作るか、ということ。1度や2度、オーナーに『相続
対策をやってます』『相続対策しませんか？』と話しところで、いきなり
今までの賃貸会社との関わりは変わらない。一方で、困っているオー
ナーはたくさんいる。相続不動産の取り組みとして、まずはオーナー
からの窓口を増やすことから再スタートした。

まずは身近なオーナーの相続相談
を上げていくべく、始めたのは社内
紹介制度だった。賃貸の客付け、
契約担当、管理のオーナー営業、
管理事務、現場巡回・・・あらゆる
担当から、オーナーの『自分だけ
では解決できない悩み』を上げる。
始めてみると、現場にうもれている
オーナーの悩みは予想以上に多く、
毎月40件以上の悩みが集まった。
よく見てみると、ただ単純に『相続』
だけの悩みではなく、『今の空室が
埋まらないこと』 、『固定資産税
ばかりかかっている収益の悪い空
き家』、『キャッシュが回らない賃貸
物件』など、必ずしも直接的な相続
ではない悩みが相続に繋がっている。
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実際のお客様紹介
カードと、社内紹介
ランキング。
はじめてみると、
438件の紹介が生ま
れてきた。いろいろ
な悩みから、相続に
つながる案件が生ま
れる。

順位 所属 氏名 提出件数

１位 分譲M課 小川 34件

２位 店舗係 岡田 26件

３位 管理課 工藤 25件

４位 相続相談課 井田 23件

５位 店舗係 市川 18件

６位 管理課 井 16件

７位 管理課 井上 15件

７位 賃貸営業係 山口 15件

９位 管理係 松崎 14件

１０位 管理課 神田 11件
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結果として３年、５年にわたって自社の得
意な賃貸管理や、継続的な売買につながる事になっていった。

難しい知識はいらない！！会社ぐるみでオーナーに寄り添い、オー
ナーと関わる頻度を上げて、他社が
かかわらない切り口で広い悩みを
相続の相談につなげていくことで、
自然と相続案件は増えていく。
難しい知識は専門家に任せ、自分
たちの得意な入居率・管理・売買で
勝負しよう！相続だけに特化する
必要はない！

そこからの動きは早かった。未経験の社員を現場の専任担当にし、
オーナーの案件を集約した。オーナーへのアンケートはもちろん、相
続の話題を盛り込んだ定期通信・ホームページや、各担当からの小
さな話題から『継続的にオーナーが集まる』仕組みを作った。ポイン
トは、不動産相続の対策ができる会社として、伝えたい情報を絞った
こと。

一方で難しい相続対策をゴールにするのではなく、一般的に相続税
を払うと資産が減る、というマイナスイメージから脱却し、『資産を増
やすための対策』として相続対策をパターン化して捉え、『入居率
アップ』、『物件再生』、『売却・購入・組み換え』につなげる、地域の
賃貸管理会社だからできるシンプルな営業手法に切り替えていった。

5

オーナーに任される窓口を増やす。オーナー向けの通
信や、相続対策の小冊子、セミナーDMなど。徹底的
な地域での不動産相続ブランドづくりをスタート。

自社の得意分野を生かし、相続を起点に各部署が連携
し不動産相続をサポートする仕組みができてきた。

１． 未取引オーナーへのアプローチ

の企画・開発

２．賃貸物件の受託の企画・開発

３．資産の最大化の企画・開発
満室経営

４．最適化提案の為の企画・開発
オーナーの問題対策

５．最適化提案の為の企画・開発
相続対策と対応

不動産ソリュー
ション課

賃貸管理部

売買仲介部
不動産コンサル部

売買仲介部
不動産コンサル部
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～大和不動産 “高生産性”不動産相続モデル 成功物語～

一気にやり方を切り替えていくと、オーナーの難しい案件は、オー
ナーの資産状況ごとに空室課題、不採算資産の売却や優良資産の
購入案件に変わり、現場の担当者に振り分けられていった。今まで
現場で埋もれていた難しい案件が、社内で最適な担当のもと、確実
に数字につながっていく。進めていくと、
『将来的にも不採算で相続にも向かず売却したほうがいい物件』、
『家賃を上げられ、持ち続けたほうがいい物件』、など資産ごとのパ
ターン化も進んでいった。

一方で、会社全体での相続
への取り組みは、より専門的
な分業化・専門化をはかる
ことでより加速していった。
オーナー向けのセミナーを月
に平均3～4件企画し、パート
の素人社員さんで実施する。
定期的な社外への情報発信
は事務社員さんを配し、継続
にやり続け、案件があがる
体制にした。
営業担当は毎月20件ほどの
相続案件を常に抱え、独自の診断の仕組みから定期的な売却や購
入など、どんどん成果につながっていった。

こうして、スタート当時、社内からも反対が多かった地域の賃貸管理
会社の相続への取り組みは、大和不動産に大きな成果をもたらして
いく。

当時、一般顧客向けに展開し月々の見込みも立ちづらかった毎年
3,000万円ほどの売買売上は、オーナー中心で現在毎年4億円の
売上を上げ続けるまでに成長した。相続に関わる部門では、一人あ
たりの生産性が5,000万円以上という驚愕の数字である。
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独自・共催 セミナー名 開催日 受付時間 所要時間 会場 申込者数 参加者数 告知方法

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

チラシレインボー

さいたま朝日

1名

独自
60代からの
マネープラン

2014/8/29
13：15～受付
15：10まで

1時間40分 浦和コムナ―レ
埼玉県相続サポートセンター

林　義孝
■ライフプランについて 1名 2名

独自 無料相談会 2014/8/26
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 1名

3名

独自
相続と遺言の

基礎知識 2014/7/25
13：15～受付
15：10まで

2時間 浦和コムナ―レ
埼玉県相続サポートセンター

相続コーディネーター
髙橋　綾子

■相続の基本と遺言の書き方について 16名 -

独自 無料相談会 2014/7/29
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 3名

3名

独自 無料相談会 2014/6/20
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 1名 1名

独自
底地借地の不安

を円満解決 2014/6/27
13：15～受付
15：00まで

1.5時間 浦和コムナ―レ
埼玉県相続サポートセンター

林　義孝
■更新料や承諾、借地権売買など、底借に
ついて事例をふまえて説明

3名

4名

独自
公正証書遺言

の作り方
2014/5/16

13：15～受付
15：00まで

1.5時間 浦和コムナ―レ
埼玉県相続サポートセンター

相続コーディネーター
髙橋　綾子

■公正証書遺言の作成手順と執行の方法 11名 17名

独自 無料相談会 2014/5/30
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 4名

3名独自 無料相談会 2014/2/8
9：00～受付
12：00まで

3時間 浦和コムナ―レ
税理士法人武蔵経営

【税理士】　中島　宣秀氏
■確定申告に関する無料相談会 3名

10名 8名

講師 セミナー内容

埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 3名 3名独自 無料相談会 2013/10/31
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ

埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 1名 0名

0名

独自 無料相談会 2013/11/22
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ

独自 無料相談会 2013/11/29
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 0名

埼玉県相続サポートセンター
相続コーディネーター

髙橋　綾子

■さいたま市の不動産相続事情　■私・親は相続
税の対象者？　■何から始める？相続対策

5名 5名独自
相続対策の
基礎知識

2013/11/28
13：15～受付
16：00まで

2.5時間 浦和コムナ―レ

埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 3名 3名独自 無料相談会 2014/1/24
13：00～受付
17：00まで

4時間

村田顕吉朗税理士事務所
【税理士】　村田顕吉朗氏 ■確定申告に関する無料相談会 3名 3名独自 無料相談会 2014/2/7

13：00～受付
18：00まで

5時間 大和不動産本店２階

0名 0名独自 無料相談会 2014/2/15
9：00～受付
12：00まで

3時間

1名 2名独自 無料相談会 2014/3/27
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会

浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター
■相続、不動産などに関する無料相談会
※雪のため中止

埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 3名 6名

浦和コムナ―レ
埼玉県相続サポートセンター

相続コーディネーター
髙橋　綾子

■財産目録の必要性と作り方 7名 7名

3名

独自
遺言作成の
基礎知識

2014/3/28
13：15～受付
15：30まで

2時間

独自 無料相談会 2014/4/24
13：00～受付
17：00まで

4時間

独自
財産目録を
作ってみよう

2014/4/28
13：15～受付
15：00まで

1.5時間

浦和コムナ―レ
埼玉県相続サポートセンター

相続コーディネーター
髙橋　綾子

■遺言作成の基礎知識 7名 9名

浦和コムナ―レ

独自 無料相談会 2014/9/19
9：00～受付
12：00まで

3時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 3名

独自
もめない相続のた

めの生命保険活

用法
2014/9/26

13：15～受付
15：30まで

2時間 浦和コムナ―レ
㈱WINKS　代表取締役

CFP　山田　静江氏
■生命保険を活用した相続・節税・納税対策 14名 13名

2013/10/25
最近の

物納事情

独自

（円満相続推進
の会）

さいたま朝日

■物納に関する最近の考え方　■物納を選択した
際の地主メリット　■最近の物納事情など、物納に
ついて分かりやすく解説。

円満相続推進の会

【物納コーディネーター】
木元　勇氏

浦和コムナ―レ2.5時間
13：15～受付
16：00まで

共催
（武蔵経営）

相続税の
正しい節税

2013/12/13
13：15～受付
16：00まで

2.5時間 浦和コムナ―レ
税理士法人　武蔵経営

　【税理士】　岡田　正氏
■税務調査の現場で担当官が着目、確認するもの
はなにか？■相続税対策の問題点はなにか？

8名 10名

1名 さいたま朝日

独自 無料相談会 2014/1/26
9：00～受付
12：00まで

3時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 3名 2名

独自 無料相談会 2013/12/20
13：00～受付
17：00まで

4時間 浦和コムナ―レ 埼玉県相続サポートセンター ■相続、不動産などに関する無料相談会 1名

浦和コムナ―レ

10名
共催

（フジ税理士法人）

確定申告のポイ
ントと活用方法

2014/1/30
13：15～受付
16：00まで

2.5時間 浦和コムナ―レ
フジ相続税理士法人
【税理士】高原　誠氏

■確定申告のどの数字・項目に着目すべき
か？など確定申告のポイントについて

10名

実際のセミナーの様子と年間のセミナー計画。相続・資産の切り
口でターゲットを絞り、オーナーが集まる会社に
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～大和不動産 “高生産性”不動産相続モデル 成功物語～

売買は、管理料と同様、年間定期的な売上が上がり続けるので、自
社の大きな『ストック収入』となっている。管理戸数も積極的に増やそ
うとしなくても、600戸以上『優良な管理物件』が増え続ける。他社に
出来ない相談で自社が『資産を任される』仕組みができあがって
いった。

賃貸仲介・管理業での伸び悩みから始まった不動産相続への取り
組みは、今や多くの全国大手がひしめく競争市場での大和不動産の
大きな強みとなったのである。

管理戸数が1万戸時代に突入し、当初平均500万円を切っていた
平均年収は600万円台まであと一歩。将来の成長を見込み、新卒
社員採用にも力を入れ、社内の活性化・次世代の育成も進んでき
た。地域の中で優良企業がひしめく中で、他社ができない相続など
の専門的な取り組みは、自社の採用ブランドとしても学生・中途社員
を引きつける魅力となっている。

また、不動産相続で収益・社員体制でも余裕ができた中、新たな課
題も見えてきた。大和不動産が本当に目指すのは、IT化やAI化が進
む中で、いかに地域密着で長く必要とされる会社を作っていくか。
高効率のデジタルと、人に関わるアナログ、両方を強化して、地域に
永続的に求められる次世代の管理会社『建物の管理から、人・資産
を管理する管理会社』を目指す。
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（百万円）

売買手数料
32,200万円

建築紹介料
3,000万円

コンサル料
3,100万円

長期修繕
4,100万円

不動産相続の取り組みから、オーナーの資産相談に
より業績もアップ。オーナー向けサロンなど、地域
に還元する取り組みも開始し、より、地域に必要と
される施策にも力を入れられるようになった。
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～大和不動産 “高生産性”不動産相続モデル 成功物語～

そんな中、今年から賃貸仲介・管理強化のための新たな取組も
スタートした。オーナーの賃貸仲介・管理での満足度を上げ、常に
オーナーと関わり今以上の提案を進めるための、現地での3者立ち
合いや、自社のロイヤルオーナーの満足度アップのための会員制サ
ポート体制など、今までできなかった賃貸仲介・管理でのさらなる差
別化にも着手した。

今まで積極的に展開せずとも増えてい
た管理戸数をさらに増やすため、管理
獲得の専任担当営業・事務を設置し、
地域でも『エリアを絞った優良な管理物
件』獲得に乗り出す。

また、相続や資産のさらなる提案体制も
進んでいる。より専門的なオーナーの資
産提案に対応するため新たに不動産コ
ンサル課に3名を設置し、他部署のオー
ナー提案や、空き家対策、その他新し
い資産のお悩み・コンサルティング案件
の発掘を進めている。

地域で競争せず、永続的に成長する、という大和不動産の不動産
相続の取り組みは、結果として賃貸仲介や賃貸管理に代わる、大き
な事業の柱として大きな成果につながった。『不動産相続は、突き
詰めていくと“資産を増やすこと”に他ならない。ここにオーナーの満
足があるし、自社の成長にもつながる
と確信しています。』

既存事業での競合が激化する賃貸
市場で成長し続ける大和不動産。
小山社長、社員さんの不動産相続
の取り組みは、まだ始まったばかりだ。
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【目的】
① 最適化に向けて、新しいオーナーズシートをきちんと作成する。（現状把握）
② Ｄ管を増やす。未管理物件の管理受託を増やす。
③ 親戚（本家・分家、一族）、知人の相関関係を把握し、また、紹介をいただく。

【地元オーナーリスト】項目一覧

 2012年評価順
 氏名
 家主フリガナ
 会社名義・親族
 〒
 住所
 大和ｸﾗﾌﾞ
 2011年評価順
 管理手数料
 累積金額
 ①年間管理手数料
 ①評点
 ②管理年数
 ②評点
 ③ｲﾍﾞﾝﾄ参加回数
 ③評点

 ④資産区分
 ④評点
 ⑤紹介数
 ⑤評点
 ⑥社会貢献度
 ⑥評点
 ⑦BP価値観共有
 ⑦評点
 ⑧売買取引件数(手数料・紹介料）
 ⑧評点
 評価計(Aの数)
 役員・経営幹部 担当
 賃貸担当
 管理担当
 売買担当
 当社収入編
(管理手数料・保証料・更新・ＡＤ）

 経営幹部の訪問日

【決め事】
① 3ヶ月に1回訪問する。
② 訪問後オーナーズシートを更新する。
③ 毎月1回の経営幹部会で訪問したオー

ナーズシートを提出する
④ 訪問日をこのシートに記載する。

管理戸数のさらなる拡大に向けて、リ
ストを強化。社内の情報共有や研修に
も力を入れる。
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株式会社船井総合研究所

賃貸管理グループ

グループマネージャー

【不動産相続モデル解説 紙上セミナー】

なぜ、大和不動産は“不動産相続”モデルで
毎年粗利４億円を上げ続けることができるのか？

ポイント① “相続・資産”に特化する体制をつくる。

相続に取り組むために最初に重要となるのは、
「情報発信」と「営業を分ける」ことです。相続
という新しい取り組みを始めるために、
「まずは営業マンの教育から・・・」となりがちです
が、会社全体で取り組むためには、「オーナー
への情報発信を強化し関係性・頼まれる内容を
変える」ことが重要です。営業マン兼任では、ここ
はうまく進みません。相続の情報発信を標準化し
やりきれる体制をつくります。

一之瀬 圭太

不動産相続モデルで

高生産性・管理拡大を
実現する、

５つのポイントを徹底解説

2019年 賃貸管理会社 働き方改革・高生産性レポート

ポイント② “相続”という言葉にとらわれない。
オーナーの状態に合わせた対策で集客・提案をする！

相続、と聞くとたいてい、「これから亡くなる方の
資産対策」を想像されるのではないでしょうか？
実は、こういった「相続」というイメージは広いよう
で狭いテーマです。相続を賃貸会社の得意分野
に合わせて事業化するには、「相続前」「相続中」
「相続後」といった、オーナーの状態に合わせた
集客や提案をしていくことがポイントです。「亡くなる
前の相続」で困っているオーナーは一握りです。
ここだけに焦点を絞ると、賃貸会社は失敗します。

継続的な情報発信が不可欠！
情報発信をやり切れるサイク
ルをつくる

親
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の
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。
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全
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像
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か
っ
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方
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く
は
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ス
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借
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げ

と
り
あ
え
ず
家
賃
が
振
り
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て
い
る
だ
け
で
簡
単
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営
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か
ら
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わ
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た
け
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料
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入
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ど
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な
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づ
ら
い
し
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自
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時
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こ
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ま
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く
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ど
う
ま
く
い
っ
て
な
い
よ
う

昔
、
建
築
前
に
毎
日
の
よ
う
に
来
て
い
た
営
業
マ
ン
と
も

疎
遠
に
な
っ
て
い
る
し
、
い
ろ
い
ろ
聞
き
づ
ら
い
ん

そ
も
そ
も
、
毎
月
家
賃
は
入
っ
て
く
る
け
ど
、

手
元
に
残
る
の
は
ご
く
わ
ず
か
・・・。

あ
ん
ま
り
考
え
た
く
な
い
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ど
、
こ
れ
っ
て
、

10
年
後
、
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
。
家
の
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返
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い
と
い
け
な
い
し
将
来
、
本
当
に
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貸
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営
が
続
け
ら
れ
る
の
か
な
・・・。

サブリース・一括借上を利用している、今後利用しようとしている大家さん向けセミナー

日時

ケントグループ 検索予約受付中
〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-29-14 富士火災今里ビル2階

電話番号 0294-53-5878

FAX 0294-53-7038

参加費

ケントグループ

無料

会場

日

サブリース・一括借上経営のすべてが分かる！参加無料。

不動産市場の調査、研究、
企画提案を行う中で全国の
不動産会社の現場型経営支援を
行う一方、40回以上のオーナー

セミナー、オーナー座談会などを通した全国の家主との交
流の中で、賃貸経営に多角的に関わる。 地域の不動産
市場に即した真に必要な今後の対策を広く公開し、不動産
市場の明るい未来づくりを目指す。

株式会社船井総合研究所
チーフ経営コンサルタント

一之瀬 圭太氏

本
当
に
安
心
？

サ
ブ
リ
ー
ス
経
営

の
実
態

13:00～15:30
※当日無料相談あり・予約制

サブリースの
実態がわかる！

参加費

無料

〒319-1221 
茨城県日立市大みか町１－３－１１

大みか不動産 セミナールーム

講師紹介

相続「後」オーナーに人気のサブ
リース対策セミナー。相続と賃貸
経営の両面で悩んでいるオーナー
で相談実績も高い。
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ポイント③ 毎月の見込み客管理を徹底する。

不動産相続ビジネスを新しく定着させるために大事なのは、社内で
見込み客管理の仕組みを作り徹底すること。大和不動産さんでも、
当初ここは経営陣が中心となって徹底的に管理していました。現場
で担当をつくっても、任せっぱなしではうまくいかないケースもありま
す。すぐにフォローし軌道修正できる体制が重要になります。

ポイント④ 誰でも提案できる、社内の仕組みが必要。

担当に何から勉強させよう・・・だれが適任だろう・・・。相続の知識
や技術から不動産相続を始めようとしていませんか？これは実は大
きな間違いです。これでは時間がかかりますし、目の前で困っている
お客さんは勉強するまで待ってはくれません。「簡単に」「誰でも」「難
しい知識なしに」定型化した提案ができることが重要です。賃貸会社
の提案に税理士さんや弁護士さんのよう
な難しい計算や知識は必要ありません。
そこは専門家にお任せし、得意な分野を
使った提案が重要です。

船井総研では、こういった相続の取り組
みを進める会社さんと共同開発した簡単
なヒアリングで提案できるシステムを活用
していただいています。

ポイント⑤ 働き方改革、採用難・・・ 社員さんが成長できる組織
体制・成長ステップ・待遇の環境をつくる！

相続不動産のような新しい事業を立ち上げる
のも、社内で連携し案件を上げたり、ひいては
管理を増やし・入居率を上げるのも、すべて社
員さんの働きにかかっています。働き方改革
時代に、社員さんが成長できる、働きやすい組
織体制・待遇の環境をつくる事が不可欠です。
そのために、生産性の高い新しい事業の柱を
つくる事です。社員さんの成長が会社の成長
です。これが不動産相続モデルの神髄です。

知識がなくても資産状況を診断できる不動産
相続の仕組み。管理システムと連動し、誰で
も簡単に活用できる。
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「賃貸管理会社 不動産相続レポート」をお読みいただいた
熱心な経営者のあなた様へ、特別なセミナーのお知らせです。

まずはお忙しい中、レポートをお読みいただきありがとうございました。

今回のセミナーは、船井総研が提言する「不動産相続モデル」を
実現している成功企業としてご紹介した、㈱大和不動産 代表取締
役の小山氏を直接ゲストとしてお迎えします。単なる理想論ではなく
実際の現場、成功企業様が失敗も経験したうえで導いた、きっとあ
なたのエリアでも通用するルールばかりです。本に書いてある内容と
はリアリティが違うと思います。

働き方改革時代に、真に地域で必要とされる
高生産性賃貸管理会社への挑戦！

～不動産相続を制し、オーナーの資産を攻略する会社だけが
高生産性・管理拡大を実現し、今後地域で一人勝ちする～

そこで、今回の成功モデル実践セミナーの対象としたいのは

・3年以内に地域一番 管理戸数3000戸以上を目指す経営者様
・地域一番店ではあるが、生産性を上げ、さらに大きく成長させたい
経営者様
・オーナー相続対策で差別化し“本気で成果を出したい”経営者様

以上となります。

オーナーの資産に踏み込む、というテーマで開催した今までのセミ
ナーでは述べ６00名以上の経営者様にお越しいただきましたが、今
回はさらに“不動産相続”に絞った、最新モデルをご紹介するセミ
ナーとなります。

我々は全ての賃貸管理会社様のお役にたてるとは思っておりませ
ん。しかし、変化する時代の中で、常に皆様・世の中に必要とされる
商売を本気で考え、お役にたちたいと思っています。志ある、本気で
地域一番店を目指す賃貸管理会社 経営者様と是非、ともに歩ん
でいきたい、切なる思いです。判断は社長にお任せします。長時間
お読みいただき、ありがとうございました。
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今回のセミナーでお伝えしたい内容のほんの一部をご紹介すると…

・不動産相続で、年間４億円の粗利売上を上げ続けるメカニズムと
成長し続ける“資産管理会社”の作り方

・一人当たり生産性5,000万円以上を上げる、オーナー営業担当
の役割

・不動産相続で管理獲得に“力を入れなくでも”年間で600戸管理
戸数が増え続けるカラクリ

・年間150件以上の相続案件が集まる！地域で差別化する相続
ブランドでの広告宣伝手法

・年間450件以上の社内紹介を生みだす部門連係と評価の仕組み

・相続知識ゼロでも、５分でできる。管理システムと連動して、相続・
資産に踏み込む最新の提案システム！

・賃貸仲介、管理担当が協力しオーナー満足を最大限アップ！
高入居率を超えた、“満足最大化”の取り組みとは！！

・全部見せます！パート社員でも月3回のセミナーで継続的にオー
ナー案件を吸い上げる年間セミナープログラム！!

・知識ありき、の相続対策は失敗する！？賃貸管理会社だからでき
る、カンタン相続攻略法！

・不動産相続に成功している会社の賃貸仲介、賃貸管理、売買部
門の業務内容と人員体制の裏側！

・社員平均年収600万円を目指す、評価制度大公開！

・不動産しろうとの中途社員がコンサルタントに変わる、実践手法！
・・・ほか
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【お客様の声（セミナー受講をされた、経営者の生の声です）】

成功企業が続々登場！経営者のための実践事例を大公開！！
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※順不同 敬称略
（賃貸管理ビジネス資産管理研究会会員より一部抜粋）

全国100社超。賃貸管理から資産管理への転換 の道を歩まれている

『賃貸管理ビジネス資産管理研究会』の会員企業様

株式会社 セクト 取締役 近江陵太郎

札幌オーナーズ 株式会社 代表取締役 森賢一

株式会社 アセットプランニング 代表取締役 及川学

株式会社 外山ホーム 代表取締役会長 外山美喜雄

株式会社 生活プロデュース 代表取締役 神幸博

株式会社 マコトーマス 代表取締役 山岸誠

株式会社 郡中本店 代表取締役 鎌田孝太郎

株式会社 石原不動産 代表取締役社長 石原幸一

リネシス 株式会社 代表取締役 森裕嗣

株式会社 太平堂不動産 次長 武田千絵子

株式会社 山一地所 代表取締役社長 渡辺洋平

株式会社 大興土地建物管理 代表取締役社長 中村忠治

株式会社 グローバルセンター 代表取締役社長 冨田稔

株式会社 コスモ不動産 代表取締役 野津靖生

協和開発 株式会社 代表取締役専務 三谷洋介

ありがとうございます 株式会社 代表取締役 島勝崇公

株式会社 フィット 代表取締役 鈴江 崇文

株式会社 三福管理センター 代表取締役 永井俊昭

ジャストホーム 株式会社 代表取締役 星川勉

株式会社 三和住宅 代表取締役社長 菊地信之

株式会社 エステート・ワン 代表取締役社長 春山勝義

株式会社 矢島不動産管理 代表取締役 矢島健太郎

株式会社 リンクス 代表取締役 荒川雄一

美ささ不動産 株式会社 常務取締役 樫﨑光治

株式会社 渋谷不動産エージェント 代表取締役 渋谷利宏

株式会社 きめたハウジング 代表取締役社長 木目田幸男

ミノラス不動産 株式会社 代表取締役 石川英嗣

株式会社 日本財託 代表取締役 重吉勉

絹山不動産 株式会社 代表取締役 松崎学

株式会社 ハローホーム 代表取締役社長 番場恵介

ｅｐｍ不動産 株式会社 代表取締役 鈴木政晴

有限会社 東船橋不動産 代表取締役 鈴木隆

株式会社 桃太郎不動産 常務取締役 赤峰加功平

株式会社 ＰＭＡカンパニー 代表取締役 佐藤浩之

宝山不動産 株式会社 代表取締役 村山正憲

株式会社 Ｌ－ＣＬＡＳＳ 代表取締役 相原美紀

株式会社 小菅不動産 代表取締役 小菅貴春

株式会社 オリバー 代表取締役 小川秀男

株式会社 小浜土地建物 代表取締役社長 大八木信義

株式会社 ＢＬＥＳＳ 取締役 森山祐樹

株式会社 石原興業 代表取締役 石原直仁

リングス賃貸管理 株式会社 代表取締役社長 小杉公良

株式会社 フロンティアホーム 代表取締役 中川潤

株式会社 フレンドホーム 専務取締役 鎌田康臣

株式会社 平和不動産 代表取締役 榎本好孝

株式会社 マルヨシ 代表取締役 小山哲央

株式会社 サンエイハウス 常務取締役 三角賢固

株式会社 大和不動産 代表取締役社長 小山陽一郎

大みか不動産 株式会社 専務取締役 橘英太郎

株式会社 マイハウス 代表取締役 根本実

株式会社 オクスト 代表取締役 小川浩由

株式会社 ライフィット 代表取締役 与田稔

飛鳥土地 株式会社 代表取締役 小野善国

有限会社 宏稜不動産 代表取締役 寺本慎一

株式会社 不動産流通センター 代表取締役副社長 諏訪原忍

合同会社 東野資産管理研究所 代表社員 東野和幸

株式会社 タイセイシュアーサービス 代表取締役社長 岡田晶子

株式会社 アドミニ 代表取締役 影山 真由美

アパルトマンエージェント 株式会社 代表取締役 樋口次郎

株式会社 アイ・ディ・コミュニティー 代表取締役 山口卓二

進和ホールディングス 株式会社 専務取締役 西田泰久

株式会社 イズミ 代表取締役 泉藤博

有限会社 富士コーポレーション 代表取締役 望月三樹子

株式会社 のぞみハウジング 代表取締役 吉野輝永

株式会社 リードワン 代表取締役 服部富雄

株式会社 ウィズコーポレーション 代表取締役 渡辺健太郎

株式会社 アパートセンターオカモト 代表取締役社長 中島亮

丸七住宅 株式会社 代表取締役社長 岩本　敦行

株式会社 ハウシード 代表取締役 横瀬直史

株式会社 アライブ 代表取締役社長 須山雄造

株式会社 オレンジハウス 代表取締役 中戸川豊

株式会社 さくらパートナーズ 代表取締役 廣井重人

株式会社 カスガイホームズ 代表取締役 松原さとし

株式会社 レントライフ 代表取締役会長 浅川透

ドアーズ 株式会社 代表取締役社長 梅澤聡

株式会社 岩波不動産 代表取締役 小栗紀義

株式会社 宮不動産 代表取締役 宮島多佳子

株式会社 苗加不動産 代表取締役社長 苗加充彦

株式会社 タカハシ 代表取締役 高橋大蔵

株式会社 プランニングサプライ 代表取締役 水野隆司

株式会社 さくらコーポレーション 代表取締役 田中大輔

有限会社 ベスト、サービス 代表取締役 衣笠宏

不動産システム 株式会社 代表取締役社長 片寄英治

株式会社 ソロン 代表取締役 平川浩美

株式会社 トヨオカ地建 代表取締役 豊岡宏士

株式会社 中村不動産開発 取締役会長 中村司

株式会社 照正興産 代表取締役 照屋圭太

有限会社 とみや不動産 室長 八木寿美華

株式会社 不動産のデパートひろた 代表取締役 廣田豊

株式会社 さくらリアルティ 代表取締役 井上慶一

株式会社 三好不動産 代表取締役社長 三好修

株式会社 よしひろ企画 代表取締役 中村良一

株式会社 第百不動産 代表取締役 百武茂樹

株式会社 豊後企画集団 代表取締役 佐藤洋

中国地方

九州・
沖縄

北海道

東北

四国

関東

近畿地方

中部地方

株式会社 セクト 取締役 近江陵太郎

札幌オーナーズ 株式会社 代表取締役 森賢一

株式会社 アセットプランニング 代表取締役 及川学

株式会社 外山ホーム 代表取締役会長 外山美喜雄

株式会社 生活プロデュース 代表取締役 神幸博

株式会社 マコトーマス 代表取締役 山岸誠

株式会社 郡中本店 代表取締役 鎌田孝太郎

株式会社 石原不動産 代表取締役社長 石原幸一

リネシス 株式会社 代表取締役 森裕嗣

株式会社 太平堂不動産 次長 武田千絵子

株式会社 山一地所 代表取締役社長 渡辺洋平

株式会社 大興土地建物管理 代表取締役社長 中村忠治

株式会社 グローバルセンター 代表取締役社長 冨田稔

株式会社 コスモ不動産 代表取締役 野津靖生

協和開発 株式会社 代表取締役専務 三谷洋介

ありがとうございます 株式会社 代表取締役 島勝崇公

株式会社 フィット 代表取締役 鈴江 崇文

株式会社 三福管理センター 代表取締役 永井俊昭

ジャストホーム 株式会社 代表取締役 星川勉

株式会社 三和住宅 代表取締役社長 菊地信之

株式会社 エステート・ワン 代表取締役社長 春山勝義

株式会社 矢島不動産管理 代表取締役 矢島健太郎

株式会社 リンクス 代表取締役 荒川雄一

美ささ不動産 株式会社 常務取締役 樫﨑光治

株式会社 渋谷不動産エージェント 代表取締役 渋谷利宏

株式会社 きめたハウジング 代表取締役社長 木目田幸男

ミノラス不動産 株式会社 代表取締役 石川英嗣

株式会社 日本財託 代表取締役 重吉勉

絹山不動産 株式会社 代表取締役 松崎学

株式会社 ハローホーム 代表取締役社長 番場恵介

ｅｐｍ不動産 株式会社 代表取締役 鈴木政晴

有限会社 東船橋不動産 代表取締役 鈴木隆

株式会社 桃太郎不動産 常務取締役 赤峰加功平

株式会社 ＰＭＡカンパニー 代表取締役 佐藤浩之

宝山不動産 株式会社 代表取締役 村山正憲

株式会社 Ｌ－ＣＬＡＳＳ 代表取締役 相原美紀

株式会社 小菅不動産 代表取締役 小菅貴春

株式会社 オリバー 代表取締役 小川秀男

株式会社 小浜土地建物 代表取締役社長 大八木信義

株式会社 ＢＬＥＳＳ 取締役 森山祐樹

株式会社 石原興業 代表取締役 石原直仁

リングス賃貸管理 株式会社 代表取締役社長 小杉公良

株式会社 フロンティアホーム 代表取締役 中川潤

株式会社 フレンドホーム 専務取締役 鎌田康臣

株式会社 平和不動産 代表取締役 榎本好孝

株式会社 マルヨシ 代表取締役 小山哲央

株式会社 サンエイハウス 常務取締役 三角賢固

株式会社 大和不動産 代表取締役社長 小山陽一郎

大みか不動産 株式会社 専務取締役 橘英太郎

株式会社 マイハウス 代表取締役 根本実

株式会社 オクスト 代表取締役 小川浩由

株式会社 ライフィット 代表取締役 与田稔

飛鳥土地 株式会社 代表取締役 小野善国

有限会社 宏稜不動産 代表取締役 寺本慎一

株式会社 不動産流通センター 代表取締役副社長 諏訪原忍

合同会社 東野資産管理研究所 代表社員 東野和幸

株式会社 タイセイシュアーサービス 代表取締役社長 岡田晶子

株式会社 アドミニ 代表取締役 影山 真由美

アパルトマンエージェント 株式会社 代表取締役 樋口次郎

株式会社 アイ・ディ・コミュニティー 代表取締役 山口卓二

進和ホールディングス 株式会社 専務取締役 西田泰久

株式会社 イズミ 代表取締役 泉藤博

有限会社 富士コーポレーション 代表取締役 望月三樹子

株式会社 のぞみハウジング 代表取締役 吉野輝永

株式会社 リードワン 代表取締役 服部富雄

株式会社 ウィズコーポレーション 代表取締役 渡辺健太郎

株式会社 アパートセンターオカモト 代表取締役社長 中島亮

丸七住宅 株式会社 代表取締役社長 岩本　敦行

株式会社 ハウシード 代表取締役 横瀬直史

株式会社 アライブ 代表取締役社長 須山雄造

株式会社 オレンジハウス 代表取締役 中戸川豊

株式会社 さくらパートナーズ 代表取締役 廣井重人

株式会社 カスガイホームズ 代表取締役 松原さとし

株式会社 レントライフ 代表取締役会長 浅川透

ドアーズ 株式会社 代表取締役社長 梅澤聡

株式会社 岩波不動産 代表取締役 小栗紀義

株式会社 宮不動産 代表取締役 宮島多佳子

株式会社 苗加不動産 代表取締役社長 苗加充彦

株式会社 タカハシ 代表取締役 高橋大蔵

株式会社 プランニングサプライ 代表取締役 水野隆司

株式会社 さくらコーポレーション 代表取締役 田中大輔

有限会社 ベスト、サービス 代表取締役 衣笠宏

不動産システム 株式会社 代表取締役社長 片寄英治

株式会社 ソロン 代表取締役 平川浩美

株式会社 トヨオカ地建 代表取締役 豊岡宏士

株式会社 中村不動産開発 取締役会長 中村司

株式会社 照正興産 代表取締役 照屋圭太

有限会社 とみや不動産 室長 八木寿美華

株式会社 不動産のデパートひろた 代表取締役 廣田豊

株式会社 さくらリアルティ 代表取締役 井上慶一

株式会社 三好不動産 代表取締役社長 三好修

株式会社 よしひろ企画 代表取締役 中村良一

株式会社 第百不動産 代表取締役 百武茂樹

株式会社 豊後企画集団 代表取締役 佐藤洋
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不動産相続セミナー２０１９

不動産相続で、粗利４億円上げ続ける成功事例大公開！

日程 講座内容（予定）

１２：３０～ 会場受付

第１講座 ■はじめに 不動産相続の時流とポイント

講師：株式会社 船井総合研究所
賃貸管理グループ グループマネージャー

一之瀬 圭太

第２講座
■不動産相続で、粗利４億円を上げ続ける高生産企業の取り組み

ゲスト講師： 株式会社 大和不動産

代表取締役社長 小山 陽一郎氏

第３講座
地域管理戸数No1を目指す！
難しい知識がなくてもできる、不動産相続ビジネス参入法

講師：株式会社 船井総合研究所
資産管理チーム マーケティングコンサルタント

吉野 俊輔

第４講座
■本日のまとめ、明日から実践して頂きたい事

講師：株式会社 船井総合研究所
賃貸支援部

グループマネージャー 松井 哲也

ゲスト講師
特別講座

【開催日時】 ４月４日（木）東京会場
13：00～16：30（受付開始 12:30～）

■船井総合研究所 賃貸管理ビジネスコンサルティングチームのご案内

㈱船井総合研究所
「お客様の業績を向上させること」を最重要テーマとし、現場の即時業績アップ支援に強みを持ち、独自
の経営理論に基づくコンサルティングを行っている。

また、社会的価値の高い「グレートカンパニー」を多く創造することをミッションとし、企業の本質的な「あ
り方」にも深く関与した支援を実施している。その現場に密着した実践的コンサルティング活動は様々な
業種・業界から高い評価を得ている。

資産管理チーム
賃貸管理会社を中心に、「オーナーへの資産管理」分野で差別化し、管理戸数の拡大・業績向上を図
る、「賃貸管理ビジネス 資産管理研究会」を主催・運営するチーム。「成果の出る新業態モデル」として、
地方都市の地域密着で永続的な賃貸管理業の構築を目指す。会員・クライアント企業は管理戸数ほぼ
０戸の立ち上げ段階から、数万戸の企業まで、幅広く手がける。



TEL：０１２０‐９６４‐０００ 申込専用FAX ：０１２０‐９６４‐１１１

日時
・

会場

２０１９年

13:00～16:30（受付12:30～）
※都合により会場変更する可能性がございますので、会場詳細は、受講票でご確認ください。※お車でお越しの際の駐車場はご紹介しておりません。駐車場費用もご自身で負担願います。

※最少催行人数に満たない場合、中止させて頂く場合がございます。尚、中止の際、交通費の払い戻し手数料等のお支払いは致しかねますので、予めご了承下さい。

参加料

一般料金 1名様 30,000円（税抜）（32,400円（税込） 会員料金 1名様 24,000円（税抜）（25,920円（税込）
※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願いいたします。
●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
● 万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、下記へご連絡くださ
い。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。 ●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営
業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合
は、受講料の50％、当日および無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。 ●会員企業様とはFUNAIメ
ンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

振込先
三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974） 普通No.5785381 口座名義：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ
●誠に恐れ入りますが、お振込み手数料はお客様のご負担にてお願い致します。

お振込口座は当セミナー専用の振込先口座となっております。

定員 経営者様対象 先着定員 ３０名様
弊社会員企業様との競合状況によっては参加をお断りすることがございます。

お申込
方法

【WEBからのお申込み】下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はＷＥＢ上で
ご確認いただけます。
【FAXからのお申込み】入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。お振込いただいたにも関わらずお手元に
届かない場合は、下記担当者までご連絡ください。

お問合せ

開催概要 兼 FAXお申込書

FAX：0120-964-111 担当/ 指田 行

お申込はカンタン！下記にご記入の上、今すぐFAXいただくだけでOK! お問合せ№ S042291

会社名

（フリガナ） 代表者名（フリガナ）

（役職： ）

ご住所
〒

連絡先

TEL

（ ）

FAX

（ ）

ご連絡担当者（フリガナ）

（役職： ）

ご参加者①
お名前（フリガナ） 役職 メールアドレス

ご参加者②
お名前（フリガナ） 役職 メールアドレス

ご参加者③
お名前（フリガナ） 役職 メールアドレス

弊社会員組織（ご入会中の弊社研究会があれば○印をお付け下さい）

FUNAIメンバーズPlus ・ 業種別研究会（ 研究会）

お申込用紙
24時間

FAX受付中

株式会社船井総合研究所 ※お問い合わせは・・・ お申込みに関して／指田まで ※講座内容に関して／一之瀬まで

（24時間対応）（平日９：３０～１７：３０）

㈱船井総合研究所
芝セミナープレイス
〒105-0014

東京都港区芝3-4-11芝シティビル

都営地下鉄三田線「芝公園駅」
A2出口より徒歩1分

4月4日（木） 東京会場

お申込みはこちらから

※ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

F2091
検


