分譲マーケットでのシェア獲得

今までの分譲・建売理論は間違っていた

2等立地

最強

今なら
間に合う
！

緊急オンラインセミナー開催

講座内容
&
スケジュール

オンライン

11月12

日木

2020年

18日

水

13：00〜16：30
［ログイン時間12:30〜］

※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。

講座

セミナー 内 容

新型コロナによる最新市場動向と今の時代に適した分譲事業の進め方
セミナー内容抜粋①

１講座

第

セミナー内容抜粋②
セミナー内容抜粋③

新型コロナを受けての直近の市場動向と今すべき対応策
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
担当コンサルタントから見たシアーズホームグループの成功のポイント

本倉 裕大

株式会社 船井総合研究所
不動産支援部

分譲グループ

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。

熊本県NO.1ビルダーシアーズホームグループの成長戦略と成功の軌跡
セミナー内容抜粋①

ゲスト講師

セミナー内容抜粋②

2講座

セミナー内容抜粋③

第

シアーズホームグループの成長戦略
未経験者営業中心に平均12棟以上販売するための仕組化
競合犇めく市場で事業立上げに成功したポイント

株式会社

常務取締役

サンタ不動産

山浦 敏巳 氏

建売分譲 戦 略

仕入れやすい2等立地を売れやすくする仕組み

シアーズホームグループにおいて分譲住宅事業を行う㈱サンタ不動産の総責任者として、
グループの圧倒的成長に貢献した。本格的に分譲事業に取り組
み5年、熊本・福岡両県合わせて150棟を販売するまで成長させた経営戦略は住宅会社が今の時代に取り組むべきモデルケースであり、全国的にも注目
を浴びている。

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

3講座

第

セミナー内容抜粋②
セミナー内容抜粋③

株式会社シアーズホーム
代表取締役社長

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

株式会社 船井総合研究所
不動産支援部

分譲グループ

丸本 文紀 氏

今、住宅不動産会社の経営者に知ってもらいたいこと

4講座

第

セミナー内容抜粋②

競合が少ないので仕入れもしやすく、

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

株式会社 船井総合研究所
不動産支援部

分譲グループ リーダー

完成前にほとんどが売れています。

荒川 修平

「不人気物件」をどう仕入れ、

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。

セミナー
テキストの一部を
WEBにて
公開予定！

株式会社サンタ不動産
常務取締役

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/065702

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。
主 催

セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！

どう売るかが成功の秘訣でした。

山浦 敏巳 氏

WEBからもお申込いただけます！
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。

建売分譲2等立地戦略
立上げ5 年で150 棟

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。

セミナー内容抜粋①

シアーズホームグループ

【webセミナー】2等立地建売分譲戦略公開セミナー

お問い合わせNo. S065702

平日
9 :30〜17:30

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

TEL.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

（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。）→ 065702
WEBからもお申し込みいただけます。

今までの分譲・建売理論は間違っていた

超 実践的な
■
ノウハウ
成功

1等立地 狙うな！これからの分譲モデル 2等立地 売れる！
は

は

2 等立地戦略がこれからの分譲モデルでは最強なのか？
「1等立地でないと売れない」は 真っ赤なウソ。
2等立地 でも 売れるコツさえ分かれば堅実に成長出来る！

５つ の理由

2等立地がこれからの分譲モデルで最強の
理由❶

2等立地は、競合が少ないので安く仕入れられる
理由❷ 2等立地は、
競合が少ないので供給過多にならない
理由❸ 2等立地は、
小規模分譲なので投入金額が少ない
理由❹ 2等立地は、
家賃並みで提供出来るので購買者に求められている
理由❺ 2等立地は、
小区画なので地価下落に経営が左右されづらい
講師
特別ゲスト

シアーズホームグループ

建売・分譲モデル導入5 年 で150 棟 へ 成長
シアーズホームグループ建売・分譲販売実績推移
200

151棟

150
100
50
0

75棟

93棟

120棟

40棟

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

●2等立地でも建物完成前に
80％売れる！早期販売方法とは？
●大手と差別化する建売住宅を
規格化して生産性アップ！
●2等立地の物件を若手営業一人当たり
平均10棟売るセールスモデル公開

だから
こそ

よくある分譲モデルの失敗事例はこれだ！
理由❶

等立地を狙いすぎて、仕入れが計画通りに出来ない
理由❷ 人気物件を狙うので仕入れ値が高くなり販売金額が上昇
理由❸ 1等立地の物件だから高年収に合わせた建物仕様になり、
販売総額が高くなることで長期在庫になりがち
理由❹ 大規模区画を仕入れたことで完売までに長期化
理由❺ 1等立地だから他社の物件とも競合して供給過多になり
集客に苦戦して販売が長引く
理由❻ 毎回違う建物を計画するので着工までに
時間がかかり結果的に資金が長く眠ることになる
理由❼ 営業スタイルが建物を重要視しすぎて、
不動産（立地・価格）を重要視したスタイルが出来ずに売れない

シアーズホームグループが成功した究極の実践手法とは？
仕入ノウハウ❶

建売ノウハウ❶
建売ノウハウ❷
集客ノウハウ❶
集客ノウハウ❷

販売ノウハウ❶
販売ノウハウ❷

2等立地でも売れる仕入基準マニュアルで安定販売
大手と差別化する売れる商品特徴
販売の値付けが重要！粗利が稼げる建売価格ゾーン
チラシに頼らないWEB販売モデル
物件現場が宣伝になる！売れる物件現場のPR実践手法
完成前に販売する建売分譲モデル
未経験者を早期育成する動画マニュアル教育

セミナー の注目ポイント！
シアーズホームグループのご紹介
言わずと知れた熊本県NO.1ビルダー。創業30年で年商100億円を達成し、そこから3年目とな
る今期（2020年4月決算）は年商200億円を達成する見通し。現在では福岡県や佐賀県でも事
業を展開し、九州NO.1ビルダーに向けた急成長を続けている。注文住宅事業を展開するシアーズ
ホームとジャストホーム、建売分譲事業を手掛けるサンタ不動産とシアーズエステートをそれぞれ
分社化して進める他ブランド戦略で毎年8%前後の経常利益をたたき出す独自のビジネスモデル
は全国の住宅不動産会社の手本となっており、その影響を受ける経営者も数多く存在する。

株式会社シアーズホーム
代表取締役社長

丸本 文紀 氏

株式会社サンタ不動産
常務取締役

山浦 敏巳 氏

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

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！

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。

【webセミナー】
2等立地建売分譲戦略公開セミナー

お問合せNo.

S065702

開催要項

オンラインにてご参加
2020年

11月12日（木）

開始

2020年

11月18日（水）

開始

日時・会場

13：00
13：00

終了

終了

お申込期限：11月8日（日）

16：30（ログイン開始12：30より）
お申込期限：11月14日（土）

16：30（ログイン開始12：30より）

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。

33,000円）／一名様
税抜 24,000円（税込26,400円）
／一名様

一般価格 税抜 30,000円（税込
会員価格
受講料

●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。
●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。

●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。

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.065702を入力、
検索ください。

株式会社 船井総合研究所
お問合せ

TEL

0120-964-000 （平日9:30〜17:30)

●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

お申込 みはこちらからお 願いいたします

11月12日（木）オンライン受講
申込締切日11月8日
（日）

11月18日（水）オンライン受講
申込締切日11月14日
（土）
※申込みに関するお問合せ：中田まで。

検

