
　

株式会社 船井総合研究所
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル
お申込みに関するお問合せ：中田　内容に関するお問合せ：本倉

平日
9:30～17:30

24時間
対応TEL.0120-964-000 FAX.0120-964-111

WEBからもお申し込みいただけます。（船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 054848

主

催

分譲住宅事業成功事例大公開セミナー お問い合わせNo.S054848

ゲスト講師ゲスト講師
株式会社 アイ·ユニットコーポレーション

石橋直和 氏代表取締役

セミナー内容講座

第１講座

市場縮小時代で成長を遂げるための高生産性・低リスクのコンパクト戸建分譲戦略
住宅不動産業界の動向と伸びている住宅会社の特徴セミナー内容抜粋①

分譲事業を成功させるために絶対に知っておくべきことセミナー内容抜粋②

株式会社アイ・ユニットコーポレーション様の業態解説とポイントセミナー内容抜粋③

株式会社 船井総合研究所
不動産支援部　分譲グループ　チームリーダー　シニア経営コンサルタント 荒川 修平
分譲住宅事業の新規立上げならびに活性化のスペシャリストとして700名を越える船井総研のコンサルタントの中でも最も多くの分譲住宅事業
のコンサルティングを手掛けてきた。北は北海道、南は鹿児島まで数多くの成功事例企業を生み出した実績とクライアントの業績UPを最優先に考
えるコンサルティングスタンスには定評がある。「現場主義」をモットーに全国の成功事例企業の取組からルール化した最新ノウハウを元に日々コン
サルティングに邁進している。  

第2講座 株式会社 アイ·ユニットコーポレーション
代表取締役 石橋直和 氏
千葉県船橋市に本社をおく住宅不動産会社。アイ·ユニットグループとして創業11期目に年商10億、14期目で20億円を達成した。現在在籍する
営業社員10のうち9名が住宅不動産未経験者ながらも前期は粗利5.1億円を達成。未経験者が高い収益性を生み出す独自の仕組みづくりは全国
からも注目を浴びている。現在は10年後2030年の年商100億円突破を目標に事業を展開している。

第3講座
株式会社 船井総合研究所
不動産支援部　分譲グループ 本倉 裕大
船井総合研究所に新卒で入社以来、分譲住宅事業のコンサルティングに特化。売上3億円規模の分譲事業新規立ち上げから売上300億円規模の
事業活性化支援まで、幅広い会社規模の分譲事業における業績アップをサポート。未経験者でも年間40区画の土地を仕入れるための仕入れ体制
の構築、ポータルサイトやHPを活用したWEBマーケティングを中心とした集客数の最大化、現場での営業支援により未経験者でも1人あたり年間
12棟販売を実現する営業担当者育成による即時業績アップを得意とする。

株式会社 船井総合研究所
不動産支援部　分譲グループ 本倉 裕大
船井総合研究所に新卒で入社以来、分譲住宅事業のコンサルティングに特化。売上3億円規模の分譲事業新規立ち上げから売上300億円規模の
事業活性化支援まで、幅広い会社規模の分譲事業における業績アップをサポート。未経験者でも年間40区画の土地を仕入れるための仕入れ体制
の構築、ポータルサイトやHPを活用したWEBマーケティングを中心とした集客数の最大化、現場での営業支援により未経験者でも1人あたり年間
12棟販売を実現する営業担当者育成による即時業績アップを得意とする。

第4講座

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/054848

右記のQRコードを読み取りいただきWEBページの
お申込みフォームよりお申込みくださいませ。

WEBからもお申込いただけます！

セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！

セミナー
テキストの一部を
WEBにて
公開予定！

営業10名（うち未経験者9名）で、
粗利5.1億円を生み出す極意を大公開

054848

詳しくは
中面へ！！
詳しくは
中面へ！！

株式会社 アイ·ユニットコーポレーション株式会社 アイ·ユニットコーポレーション

石橋直和 氏氏

ゲスト講師

営業10名（うち未経験者9名）で粗利5.1億円を生み出す仕組みの極意
セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

セミナー内容抜粋③

未経験者が高生産性・高収益性を実現できる会社の仕組み
未経験者でも簡単に売れる商品づくりのポイント
契約率を向上させるための販売体制づくりのポイント

分譲事業を成功させるための具体的手法と全国で成功事例
セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

セミナー内容抜粋③

分譲事業を成功させるカギとなる「売れる土地」を仕入れる方法
大手パワービルダーより「ちょっといい」で差別化する商品戦略
建物完成前から反響を最大化させるWEB集客のポイント

市場縮小時代で「お客様に選ばれる会社」になるために経営者が知っておくべきこと
セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②
お客様から選ばれ地域で強い会社となるために経営者様が今知っておくべきこと
明日から実践できる分譲事業を成功させるたった1つのポイント

分譲住宅事業成功事例大公開セミナー

今なら
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株式会社アイ·ユニットコーポレーションのご紹介

未経験者でも簡単に売れる商品づくり

アイ·ユニットグループ

株式会社アイ·ユニットコーポレーション

代表取締役  石橋直和 氏

アイ·ユニットグル特別ゲスト講演特別ゲスト講演 千葉県
船橋市

千葉県船橋市に本社をおく住宅不動産会社。アイ·ユニッ
トグループとして創業11期目に年商10億、14期目で20
億円を達成した。現在在籍する営業社員10名のうち9名
が住宅不動産未経験者ながらも前期は粗利5.1億円を達
成。未経験者が高い収益性を生み出す独自の仕組みづく
りは全国からも注目を浴びている。現在は10年後2030
年の年商100億円突破を目標に事業を展開している。

住宅不動産会社の売上を伸ばすうえで集客力や営業力を伸ばす以上に簡単で、業績にインパクトを及ぼすのが商品力の改善です。分譲住宅
は注文住宅と比べて一物一価の土地で差別化がしやすく、販売物件現物を見せることができるので若手や未経験者でも販売しやすいです。
だからこそ全国的に見て注文住宅会社や不動産仲介会社からの分譲住宅事業への参入が増えています。

分譲住宅は土地の利益率が低いため、注文住
宅と比べて1棟あたりの粗利率は下がります。
ただし営業1人あたりの販売棟数や1棟施工す
るのにかかる間接部門の人数が下がるため、事
業部における社員1人あたりの粗利率は大きく
上がります。少ない人数で大きな収益を生み出
すため非常に生産性が高く、今の時代にピッタ
リのビジネスモデルといえます。

一般的に分譲事業は開発を伴う大型の
分譲が主流です。上手くいけば大きな
利益を生み出す反面、売れ残りのリスク
も伴います。それに比べてコンパクト分
譲モデルは小区画の物件を高回転で回
すことで高い収益性を得られるととも
に、分譲事業につきものである在庫リ
スクを極限まで下げることができます。

アイ·ユニットコーポレーションではお客様との商談を案内と接客の2つに分
け、その役割を若手とベテランで分業しています。若手は早く現場に立ち経験
を積めるとともに成功体験も積めます。またベテランは数多くのクロージング
に参加することができ効率的に全社の契約率を上げることができます。それに
より当社は高い生産性を実現することができています。

当社では経験者ではなく、未経験者を意図的に採用し育成し戦力化していま
す。会社の仕組さえ整えば経験者よりもむしろ未経験者の方が伸びしろが大き
く、安定的に採用もでき、長い間会社に貢献してくれます。会社としてのビジョ
ンを掲げるとともに未経験者を育成するための様々な育成システムまで築き
上げています。今回限りとのことですが本セミナーでは石橋社長自らその仕組
みのポイントをご解説していただきます。

PointPointPoint
111111

案内は若手がクロージングは管理職が行うペア営業PointPointPoint

222222

未経験者が育つ社員教育システムPointPointPoint
333333 増税後の成長戦略を模索されている経営者様

地域No.1ビルダーを目指されている経営者様
分譲事業の参入を検討されている経営者様
分譲事業に参入したもののあまりうまくいっていない経営者様
若手社員の育成に苦労されている経営者様
生産性の高いビジネスを模索している経営者様

社員が活躍しないのは、社員のせいではなく会社（経営者）のせい！？社員が活躍しないのは、社員のせいではなく会社（経営者）のせい！？

アイ·ユニットグルアイ·ユニットグル特別ゲスト講演特別ゲスト講演特別ゲスト講演

社員の成長ステップ

特別ゲスト講演特別ゲスト講演特別ゲスト講演

営業10名
アイ·ユニットコーポレーション ご紹介

アイ·ユニットグル プ
粗利5.1億円！で(うち未経験者9名）

未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者未経験者ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍育ち、活躍するするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするするする未経験者が育ち、活躍する未経験者が育ち、活躍するアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループアイ·ユニットグループののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組みアイ·ユニットグループの取り組みアイ·ユニットグループの取り組み

の の は する

だ
か
ら
こ
そ

で
も

まさに
　逆転の発

想！

在庫リスクが在庫リスクが在庫リスクが在庫リスクが低い低い！在庫リスクが低い！

生産性が高い生産性が高い生産性が ！生産性が高い！

大規模分譲 コンパクト分譲

・大区画小現場
  （開発物件）

・フルオーダー住宅
・売建主体
・利益率＞回転率
・在庫リスク大

・小区画（1～6区画）
・ローコスト規格住宅
・建売主体
  （建物完成前販売率50%）

・利益率＜回転率
  （年間2回転）

・在庫リスク小

項 目
1棟あたり売上

1棟あたり粗利
売上
粗利
営業
仕入
公務
設計
事務・AS
合計

粗利生産性

建物：2,000万円

8.0億円
2.0億円

6人（1人あたり7棟）
-
3人
3人
2人
14人

1,428万円/人

分譲：2,500万円
建物:1,500万円+土地：1,000万円

粗利：375万円
（粗利率:15%・全物件平均）

粗利：500万円
（粗利率:25%）

10億円
1.5億円

4人（1人あたり10棟）
1人

1人

1人
7人

2,142万円/人

40棟の注文モデルの場合 40棟の分譲モデルの場合

社内マニュアル&営業ツール社内マニュアル&営業ツール

所長代理
5年目～

事業責任者
10年目～

新入社員
～1年目

リーダー
3年目～

所長
7年目～
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日時・会場

受講料

お申込方法

お振込先

お問合せ

東
京
会
場

2020年 3月25日（水）
㈱船井総合研究所 五反田オフィス
〒141-8527

東京都品川区西五反田6-12-1

JR「五反田駅」西口より徒歩15分

開催
時間 13：00 16：30 （受付12：30より）

開始 終了

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認下さい。

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

一般価格 税抜 30,000円（税込33,000円）／一名様 会員価格 税抜 24,000円（税込26,400円）／一名様
※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願い致します。
●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。 ●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）

へご入会中のお客様のお申込に適用となります。

下記口座に直接お振込下さい。

《お振込先》三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974）普通No.5785275 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

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。 ※お振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

株式会社船井総合研究所

TEL：0120-964-000 （平日9:30～17:30) FAX：0120-964-111 （24時間対応)

●申込みに関するお問合せ：中田 ●内容に関するお問合せ：本倉

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。

分譲住宅事業成功事例大公開セミナー FAX：0120-964-111
お問い合わせNo. S054848 担当：中田

フリガナ

会社名

フリガナ

代表者名

業 種 年齢

会社住所 ご連絡
担当者

フリガナ

役職

役職

TEL E-mail

〒

＠

ご参加者
氏名

1

3

フリガナ 役職 年齢

役職 年齢フリガナ

2

4

フリガナ 役職 年齢

役職 年齢フリガナ

今、このお申し込み用紙を手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？ 【現状の課題をできるだけ具体的に整理して下さい。】

上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参加される方に限り、無料個別経営相談を行います。（どちらかにチェックをつけてください）

□ セミナー当日、無料個別経営相談を希望する。
□ セミナー後日、無料個別経営相談を希望する。（希望日 月 日頃）

ご入会中の弊社研究会があればチェックをお付けください。

□社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus） □ その他各種研究会（ 研究会）

お申込みはこちらから

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、下記申込み担当者までご連絡ください。

※商材バッティングの都合上、特定の商材によってはセミナー参加はご遠慮いただく場合がございます。

Administrator
検


