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本当は土地なんて絶対に買いたくなかった。
でもやってみると意外とよかった！

株式会社ジョンソンホームズ
リフォーム事業部　統括マネージャー

加藤 尚和氏
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住宅業界の現状と地域TOPビルダーがこれから取るべき戦略
住宅不動産業界の最新の動向
伸びている住宅会社が今意識していること
分譲事業成功のための大原則と絶対に意識すべきこと

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

株式会社 船井総合研究所
不動産支援部　分譲チーム　リーダー 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。  

株式会社ジョンソンホームズ
リフォーム事業部　統括マネージャー 加藤 尚和氏
2008年新卒入社。営業職としてトップの成績を収めた後、注文事業のマネージャーを歴任。その後リフォーム事業部を統括する現職につきながら新規
事業として分譲事業の立上げに携わる。立上げ3年で年間80棟販売をほぼ確実な状態まで導いており、同社の成長を牽引している。

株式会社 船井総合研究所
不動産支援部　分譲チーム 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。
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ジョンソンホームズの成長戦略
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

地場エリアのシェアを高めるための他ブランド化のやり方
完成前販売率80%を実現する低リスクの分譲戦略
やってみて分かった注文ビルダーが分譲事業に参入する際に気を付けるべきポイント

分譲事業を成功させるための具体的手法と全国での成功
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

未経験者が年間40区画土地を仕入れるための仕組づくり
注文会社の良さを生かした分譲用建物商品戦略
建物完成前に物件を売り切るための販売戦略

地域TOP注文ビルダーの経営者様に意識してもらいたいこと
セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②
担当コンサルから見たジョンソンホームズ成長のポイント
地域TOPの注文ビルダーが今日からすべきこと

地域TOP住宅会社の分譲事業参入による拡大戦略公開セミナー地域TOP住宅会社の分譲事業参入による拡大戦略公開セミナー
ジョンソンホームズ様の成長戦略大公開！最初で最後の

特別企画

2020年9月23日水 2020年10月6日 火

13：00～16：30 ［ログイン時間:12:30～］
PC・スマホがあればどこでも受講可能！
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全社販売棟数推移■ 注文棟数
■ 分譲棟数 全社販売棟数推移

合計357棟
合計312棟

注文307棟

分譲50棟合計280棟

注文280棟 注文287棟

分譲25棟

※本セミナーはWEB会議システムZOOMでのオンラインセミナーとなります。※諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

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。）→ 063660

主
　
催

地域TOP住宅会社の分譲事業参入による拡大戦略公開セミナー S0636609月お問い合わせNo.
S06449110月お問い合わせNo.平日

9:30～17:30TEL.0120-964-000
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　　お申し込みに関するお問い合わせ ：中田　内容に関するお問い合わせ：本倉https://www.funaisoken.co.jp/seminar/063660

右記のQRコードを読み取り頂き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！

OPEN!

セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！



ジョンソンホームズ

株式会社ジョンソンホームズのご紹介

セミナーの注目ポイント！

やり方、ノウハウは全て当日のセミナーにてお伝えいたします！

地方商圏でも、これから建売分譲が売れるポイントを徹底解説
景気停滞傾向だから勝てる建売モデルのポイントとは！？
設計・現場の人数が少なくても生産性が高くなる建売モデルを公開
2等立地の不人気物件を、売れる物件に変身させる具体的手法を解説
長期在庫を無くし、在庫回転を良くする建売分譲事業を丁寧に解説

在庫リスクを最小限に抑える

全国的に注文事業は苦戦。分譲事業は昨対並～増加傾向。

分譲住宅事業メリットを享受しながら最大の弱点である
在庫リスクを極限まで抑えるビジネスモデル

ジョンソンホームズが実感する

札幌市に本社を置く住宅会社。輸入住宅、コンパクト住宅、自然素材の家等、多ブランド化を実施し
注文住宅事業だけで年間約300棟を販売する。2018年からはさらなる地域シェア獲得のため分
譲住宅事業に参入し、3年目となる今期はコロナ禍においても80棟を越えるペースで順調に販売を
続けている。また、2015年には“教育性”、“社会性”、“収益性”を兼ね備えた企業として全国9,000
社を越える企業の中から最も栄誉のあるグレートカンパニーアワード大賞を受賞するなど、高い収
益性を生み出すビジネスモデルは全国の経営者から注目を受けるとともに、一目を置かれている。

●事業責任者1人と注文事業で振るわなかった社員
　もしくは新卒1年目の合計6人で
　年間50棟販売＆65区各土地仕入を実現
●間取は7つ、カラーは2種類、徹底的に絞った規格化で
　完成前販売率80%を実現

全国の注文・分譲住宅業界の状況
特別ゲスト講師 ジョンソンホームズ特別ゲスト講師

分譲事業参入2年で50棟、3年目の今期80棟販売予定

分譲事業参入のメリット コンパクト分譲モデル

A社 267 40 86 18 160 34 136 30
B社 172 31 121 24 133 24 145 32
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注文事業
2019年 2020年 2019年 2020年

分譲事業

集客数 契約数 集客数 契約数 集客数 契約数 集客数 契約数

コンパクト分譲モデル
小区画（1～6区画）
ローコスト規格住宅

建売主体
利益率＜回転率（2回転）

在庫リスク小

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

一般的な分譲モデル

ジョンソンホームズ本社 分譲物件イメージ

参入前は本当に怖かったが、完成前に80%売れているので
在庫リスクを抑えらている！
注文事業で活躍できなかったメンバーが今やトップ営業マンに！
まさか彼がここまでやってくれるとは…
コロナ禍でも分譲は絶好調！やっていて本当に良かった！
土地情報にも強くなるので注文受注にもシナジー
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当日大公開！
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9月お問合せNo. S063660
10月お問合せNo. S064491

ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

地域TOP住宅会社の分譲事業参入による拡大戦略公開セミナー

開 催 要 項

お申込みはこちらからお願いいたします

お問合せ

●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

0120-964-000 （平日9:30～17:30)

株式会社 船井総合研究所

TEL

お申込方法
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。
または、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.063660を入力、検索ください。

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内（メール）をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案内（メール）を
もってセミナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手元に届かない場合や、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、下記お申込み担当者へご連絡ください。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。●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。●ご参加を取
り消される場合は、開催3営業日（土・日・祝除く）前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下記事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参
加料金の50％を、当日の欠席は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。

受講料

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

日時・会場

オンラインにてご参加

10月6日（火） オンライン
申込締切日10月2日（金）

9月23日（水） オンライン
申込締切日9月17日（木）

本講座はオンライン受講が可能となっております。　諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

※札幌市およびその周辺エリアの会社様は商圏バッティングの関係上、参加をお断りさせていただく場合がございます。

本講座はオンライン受講が可能となっております。　諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。

※札幌市およびその周辺エリアの会社様は商圏バッティングの関係上、参加をお断りさせていただく場合がございます。

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 10月6日（火）
オンラインにてご参加 お申込期限：10月2日（金）

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 9月23日（水）
お申込期限：9月17日（木）

Administrator
検


