
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。）→ 068043

主

催

【webセミナー】1000棟ビルダー社長が語る成長戦略と今後 お問い合わせNo.S068043

WEB
開催

セミナー内容講座

第１講座

船井総研住宅不動産部門総責任者が語る業界の最新動向

・グループ合計年商270億円、着工棟数1,100棟
・住宅事業3部門の多ブランド化戦略×不動産店舗による　
　地域密着戦略で新潟県11年連続着工棟数NO.1を実現
・31都道府県への全国展開実現

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
執行役員　第一経営支援本部　本部長 杉浦 昇
1993年に株式会社 船井総合研究所に入社。1996年よりリフォーム、新築、不動産業界において業績アップのコンサルティングに従事。そして、住宅・不動
産業界に影響を与える数々のビジネスモデルをつくるとともに部門を牽引し、2014年に部門を統括する部長に昇格する。更に部門を弊社の最大の主力部
門に成長させて、2017年に本部長、執行役員に就任した。

第2講座
株式会社イシカワ／株式会社ステーツ／株式会社不動産情報社
代表取締役 石川 幸夫 氏
若くして亡くなった先代の後を継ぎ、2代目として株式会社イシカワの代表取締役に就任。住宅事業を立上げ1代で年間1,000棟を超えるビルダーに成
長させた。11年連続着工棟数ランキングNO.1に輝く新潟県を中心としながらも全国31都道府県に展開し業績を伸ばす手腕は全国の経営者からも注
目を浴びている。

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 分譲チーム チーフコンサルタント 本倉 裕大
船井総合研究所に新卒で入社以来、住宅不動産業界のコンサルティングに特化。売上3億円規模から300億円規模まで、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。経営者に寄り添い、現場未着で支援先の業績アップに取り組む姿勢と実績は多くの経営者より定評がある。

第4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 マネージャー兼アカウントパートナー室シニアコンサルタント 荒川 修平
主に年商30億円以上の地域TOPクラスのビルダーのさらなる成長を実現するコンサルティングを得意とし、支援先の圧倒的な業績UPを実現すべく尽
力してきた。2020年度からは船井総研が新たに立上げた中堅・大手企業向けのコンサルティングを行う部署であるアカウントパートナー室としても活動
している。

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/068043

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！

講座内容

スケジュール
&

セミナー
テキストの一部を
WEBにて
公開予定！

新潟県11年連続
着工棟数NO.1
新潟県11年連続
着工棟数NO.1

2極化が進む住宅業界で「圧倒的な地域一番企業」になるために、
その先さらに会社を成長させるためにやるべきこと大公開

詳しくは
中面へ！！

最初で最後の

必見必見【webセミナー】1000棟ビルダー社長が語る成長戦略と今後

地域密着
の

住宅・不動
産会社は に すべき!

2020年の振り返りと今後の住宅不動産業界の展望
今、業績を伸ばしている会社の特徴と取組み
船井総研が提唱する地域TOPビルダーの今後の打ち手

イシカワグループ経営者が語る住宅不動産業界の今後と成長戦略
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

石川社長が考える業界の今と今後
イシカワグループがこれまで取ってきた成長戦略
イシカワグループが描く成長戦略

全国の圧倒的一番企業の取組み実例集
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

急成長企業の社員育成術
注文住宅会社が続々取り組む不動産戦略
圧倒的集客、販売棟数増加をもたらす多ブランド戦略

今後成長し続ける圧倒的一番企業になるため地域TOPビルダーが意識すべきこと
セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②
エリア内圧倒的1番企業になるために意識すべきこと
今日から住宅会社の経営者様に取り組んでもらいたいこと

13：00～16：30（ログイン開始12:30～）時間 PC・スマホがあればどこでも受講可能！

PC・スマホがあればどこでも受講可能！29日1月
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棟

イシカワグループ

WEB開催

新型コロナウイ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。

地域一番企業が取るべき成長戦略

石川 幸夫 氏代表取締役

株式会社イシカワ
株式会社ステーツ
株式会社不動産情報社

特別
ゲスト
講師

地域TOPの住宅会社の経営者様向け特別セミナー

イシカワグループのここがすごい！！イシカワグループのここがすごい！！ 特別
ゲスト
講師



イシカワグループのご紹介

日本TOPクラスのビルダーの
経営者が考える今後は
日本TOPクラスのビルダーの
経営者が考える今後は当日大公開！当日大公開！

イシカワグループのこれまでの成長戦略イシカワグループのこれまでの成長戦略イシカワグループのこれまでの成長戦略イシカワグループのこれまでの成長戦略

多ブランド化戦略で新潟県着工棟数11年連続NO.1

代表取締役  石川 幸夫 氏
株式会社イシカワ／株式会社ステーツ／株式会社不動産情報社

執行役員  住宅不動産支援部門総責任者

売上売上グループ合計グループ合計

特別ゲスト講演特別ゲスト講演

若くして亡くなった先代の後を継ぎ、2代目として株式会社
イシカワの代表取締役に就任。住宅事業を立上げ1代で年
間1,000棟を超えるビルダーに成長させた。11年連続着
工棟数ランキングNO.1に輝く新潟県を中心としながらも
全国31都道府県に展開し業績を伸ばす手腕は全国の経営
者からも注目を浴びている。

住宅不動産業界は激動の時代を迎えており、
数多くの工務店が生き残れていた時代は終わりつつあります。
業界が縮小する中で、さらなる成長を遂げる会社と
生き残れない会社の2極化が今後ますます進みます。
「圧倒的な地域一番企業」になるために、そしてその先さらに会社を成長させるためにどうすべきか
のヒントを体感いただけるセミナーです。
他の予定を変更してでも当日はご参加いただくことをお勧めします。

● 2ブランドの注文住宅事業展開
●県内展示場出店戦略
●ローコスト分譲ブランドの投入

●県外出店の候補地選定ポイント
●県外人員の採用、協力会社業者集め
●組織の急成長に必要不可欠なマネージャー、   
　社員の育成および管理手法
●全国展開は成功だったのか？
　失敗だったのか？

●不動産店舗出店
●ローコスト分譲事業立上げ
●自社建築条件付き土地の確保

新潟から県外へ！ 全国31都道府県への出店戦略

不動産店舗出店×ローコスト分譲の不動産戦略

の と

270億円

が語る

年間着工棟数年間着工棟数1,100棟、

株式会社 船井総合研究所 杉浦 昇

戦略
①

戦略
②

戦略
③

・グループ合計年商270億円、
　着工棟数1,100棟
・住宅事業3部門の多ブランド化戦略×
　不動産店舗による地域密着戦略で
　新潟県11年連続着工棟数NO.1を実現
・31都道府県への全国展開実現

イシカワグループのここがすごい！！イシカワグループのここがすごい！！

イシカワグループ 新潟県
新潟市



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.068043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。●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 40,000円 （税込44,000円）／一名様
会員価格 税抜 32,000円 （税込35,200円）／一名様

日時・会場

オンラインにてご参加

2月3日（水） オンライン
申込締切日1月30日（土）

1月29日（金） オンライン
申込締切日1月25日（月）

2月9日（火） オンライン
申込締切日2月5日（金）

本講座はオンライン受講となっております。　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。

本講座はオンライン受講となっております。　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。

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302021年 2月3日（水）
オンラインにてご参加 お申込期限：1月30日（土）

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302021年 1月29日（金）
お申込期限：1月25日（月）

オンラインにてご参加

本講座はオンライン受講となっております。　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。
（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302021年 2月9日（火）
お申込期限：2月5日（金）

お問合せNo. S068043

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】1000棟ビルダー社長が語る成長戦略と今後

●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。

【年末年始休業のお知らせ】
12月28日（月）正午～1月5日（火）まで 
※休業期間中は電話がつながらなくなっております。 
※Webからのお問い合わせには1月6日以降順次ご回答
　させていただきます。
※なお、受講申込はWebより24時間受け付けております。 
　ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますよ
　うお願い申し上げます。

F2268
検


