こうして「THE HAUS」は
大分県の地元で一番知られる
デザイン住宅会社に成長しました！

おしゃれな

の作り方

過去最高受注を更新しました。
なかやしき 株式会社
代表取締役
中屋敷 知則氏

主
催

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。
新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、録画等によるウェブ開催へ移行させていただく可能性がありますので、
何卒ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
また、来場にてご参加される際は、ご案内時に注意点がございますので必ずご確認ください。

東京会場：2021年3月25日（木）船井総合研究所
TEL0120-964-000（平日9:30-17:30）
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

■デザイン注文住宅ブランドの再構築

東京本社

□内容に関するお問合せ：塩崎
□申込に関するお問合せ：藤野

■お問い合わせNo. S070049

セミナー情報は
こちら
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「THE HAUSの家ってかっこいいよね！」
「安心して快適に暮らせるね～」
と言ってもらえるから、私がやってきたことは正しかったと思えるんです。
なかやしき株式会社 代表取締役社長 中屋敷 知則 氏
福岡県築上郡に本社を置く、なかやしき株式会社様明治9年に材木販売業を開始し、創業140年の老舗材木店。
2010年から住宅事業に参入し、2016年に注文住宅ブランド「THE HAUS」を立ち上げ、
自然素材×デザイン住宅に特化して年間30棟の受注を達成している。

「良い木材」を使った家を
もっと世の中へ広めたい。

そんな想いから、私は、材木店ならで

私が28歳のころ、当時の有限会社

建築家をいれることで、自慢したくな

はの「無垢材」「自然素材」の良さ、

中屋敷材木店に入社しました。

るような「かっこよさ」をもつ

地元の住宅会社や工務店に向けに、

デザイン住宅ブランドを立ち上げるこ

建築資材の販売を行っていました。

とを決意しました。

そのとき、昔からお付き合いのある

あなただけの特別の
住まいを届ける

大工さんから、このような声を聞きま
した。「あそこの家は息苦しくて、俺な

デザイン住宅ブランド立ち上げに

ら住まない。見た目はおしゃれだが、

あたって最初に行ったことは

建築資材のほとんどに人工素材を

・ブランド名とロゴマーク

使っている」と。建築した施主様に話

・ブランドコンセプト をつくることです。

を聞くと、人工素材が与える健康へ
の影響を知らずに、家づくりをしてい
ブランド名に込められた想いは、

ました。地元のローコスト住宅会社や

「HAUS」はドイツ語が語源。ドイツでは

大手建売会社は、価格競争を繰り広

性能基準を満たした省エネ住宅が

げ、安い家をたくさん売ることしか考え

盛んで、ザハウスはそんなドイツの高

ず、間取りやコーディネートを考える

い基準を標準とした、あなただけの特

家づくりの「楽しさ」や、自然素材を生

別な家をお届けしたいという願いが込

かした「健康で快適」な住まいづくりを

められて立ち上げたブランドです。

一切考えていないように感じました。
もっとお客様の立場にたって、もっと

ロゴマークのモチーフに

もっと沢山のことを知ってもらって家

なっている封蝋は本来、

を建てて欲しい。

形を自由に変えることで、
1

- 2021年 最新成功企業レポート オーナーのオリジナリティを出したと
言われています。「ザハウスの家づく
り」も同様です。お客様ひとりひとりに

当日のセミナーの風景

とって、「自分らしい住まいづくりがで

セミナーでは、オプトホーム様が

きますように」という思いを、このマー

年間７～８棟のところから、

クで表現しています。

地域で一番知られるデザイン住宅会
社になるまでの成功のポイントを話さ

新ブランド立ち上げはイマ
イチ上手くいかない…

れていました。「これならできる！早
速会社に戻ってやってみよう！」

こうした想いもってザハウスを立ち

会社に戻って検討したのは、

上げましたが、最初から上手くはいき

誰にザハウスの家づくりを
共感してもらうのか？

ませんでした。当時を振り返って考え
ると、主な理由は３つありました。

誰にザハウスの家づくりを共感して

１．お客様をどう集めればいいかわか
らない（見学会がないと集客できない）

もらうか、ターゲット層とモデルター

２．お客様がきても、予算が合わない

ゲット像を明確にしました。

３．私（社長）以外は売れず

ターゲット層は、年齢、世帯年収、居

もがき苦しんでいた矢先、

住エリア、家族形態を。

1通のDMが私のところ

モデルターゲット像は、家族構成、現

に届きました。そこには

在の住居、夫の行動、妻の行動、家

「デザイン住宅」を

族の行動、家族のモノ選びの考え方、

武器に、急成長されて

家を建てようと思ったきっかけetc…

実際に届いたDM

いる山梨県のオプトホーム様が紹介

を一から考えました。ターゲットを明

されていました。オプトホーム様は、

確にしたことで、今まで悩んでいた、

・月30組以上の新規集客を安定して

「誰を集めるか」が明確になりました。

集めることができている

そして、そのターゲットを集めるために、

・お客様から、この家がいい！と営業

HPとInstagramの強化を行いました。

しなくても受注ができる

HPからの来場予約が
4倍以上に増えました。

といった内容が書かれており、私は
さっそくセミナーに申込みました。
2

- 2021年 最新成功企業レポート HPは来場予約が獲得しやすいよう

来場前にザハウスのファンとなってく

に、出口を明確にしました。飛び込み

れる方も増えました。ただし、見せる

のお客様を狙うより、来場予約のお

家がないと、お客様は来場してくれま

客様には、じっくりと話を聞いてもらえ

せんでした。これが私の一番の悩み

るので、うちの営業スタイルにあって

でした。そして、遂にモデルハウス建

いると思ったからです。

築に踏み切りました。

Instagramは、写真の品質と投稿頻

グランドオープンは
20組以上の来場！!

度を上げて、ザハウスの世界観を伝
えるツールとして機能させました。こ

モデルハウスのコンセプトは

れまで取り組んでいなかったリスティ

「木と共に暮らす家」。

ング広告も始め、WEB広告にかける

材木店を母体とする私たちが長年の

販促割合を増やしました。チラシも、

経験で感じた、

「見学会チラシ」⇒「月間チラシ」

「無垢材」「自然素材」の大切さ

に変えました。月間チラシとは、セミ

とありがたさ。少しでも多くの人に、そ

ナーの中でオプトホーム様が取り組

の恩恵を感じて欲しいという想いをこ

んでいた販促方法の一つです。

めております。

デザイン性の高い、雑誌形式のチラ

ドアを開けた瞬間、漂う木の香り。

シで月に1回、同じタイミングで、同じ

同じものはふたつとない天然木ならで

エリアに配布するものです。来場され

はの美しい木目。

るお客様の中には、チラシを大事に

思わず裸足で歩きたくなる肌触り。

保管され「毎月ザハウスさんからオ

カビやダニの発生を防いでくれる調湿

シャレなチラシが届くのを楽しみにし

機能。そういった、たくさんの強さと優

ていました」と、おっしゃってくれる方も

しさを持つ無垢材を使用して完成し

います。

ました。

Instagram
実際配布した月間チラシ

↑記念すべき1棟目のモデルハウス

3
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セミオーダー商品の開発
で受注スピードUP

３．バルコニーや階高、オプション施
工etc （設計原則）

実は、モデルハウス建築前にもう一

さらに、デザインテイストごとに基本

つ取り組んだことがあります。それは、

仕様を決めることで、お客様の好み

設計原則の作成とセミオーダー商品

のスタイル、要望の大きさをヒアリング

の開発です。セミナーでオプトホーム

さえすれば、価格提案ができる形に

様では、住宅業界未経験の入社3年

しました。

～4年の営業マンが平均８～10棟/

年を契約しておりました。
なぜ、住宅未経験者でも売れるの
か？という答えは、セミオーダー商品
の存在がありました。オプトホーム様
設計原則とデザインテイスト

はセミオーダー商品を

デザインテイストと基本仕様を絞りこ

「価格は定額、間取りは自由」
という打ち合出しでお客様に提案して

むことで、営業マンの知識も深堀され

いました。うちのフルオーダー商品の

ました。すぐに効果がでて、うちでも

営業の流れは、お客様からのヒアリン

住宅未経験の女性営業マンが、

グを重ね、見積りをとり、積算した上

入社1年で12棟を契約する結果とな

で価格を提示していたので、契約ま

りました。契約までの期間も平均2カ

で３～４カ月かかり、何度も打ち合わ

月にスピードUPして、大変驚いており

せた結果、他社と相見積もりになり、

ます。

値下げ交渉や失注なるお客様もいま
した。オプトホーム様を参考にして、フ
ルオーダーとセミオーダーの
ルール決めを行いました。
１．出隅入隅の数
２．屋根形状について

（形状、勾配、軒の出）
4

- ３分間 誌上セミナー -

良い家をつくっているのに、集客が少ない。
HPを更新し、InstagramなどSNSに取り組んだが
思ったほど効果がでない。 自社を好きになって
くれるお客様を効率的に集客して、業績を
上げたい、とお悩みの経営者様へ・・・

株式会社 船井総合研究所
住宅支援部 デザイン住宅チーム
塩﨑 誠

はじめまして、私、（株）船井総合研究所の塩﨑誠（しおざき）と申します。
２０１８年にSNSとHPの取り組みを本格的に開始し、セミオーダー商品を開発し
た後、ザハウスなかやしき様は爆発的な快進撃を続けています。
しかし、現在の好調は、一筋縄だったわけではありません。
元々は、集客も本当に数えるほどで、
家づくりに関しても、お客様の要望に応じて、様々な住宅を提案していました。
その結果、受注が安定しないだけでなく、
商談回数が多い、難しい物件ほど粗利が思うように出ない、社長は売れるけど
社員が売るのは難しい・・・などのお悩みを抱えていらっしゃいました。

しかし、ある時から本格的にSNSとHPを活用し、また、商品を絞り、それを

「セミオーダー」という形で提案するようにしたところ、180度激変しました。
何が激変したかと言いますと・・・

①「この家がいい」と決めて来るお客様の来場が増える
何でもつくれる、ということは、来店いただくお客様の要望も千差万別になります。
そして、ご要望の数だけの家づくりのパターンを提案しなければなりません。
こちらから、提案する商品を絞りこむことで
「こんなデザイン・テイストの家がかわいくて良い」
「こんなカッコイイ家に住みたい！」と
「自社の世界観やデザイン、テイストに共感する
アツいお客様」が集まってくれるのです。
セミオーダーとは言ってもやはり、こだわり自由設計の家。
だからこそそういったお客様にご来場いただけるのです。

- ３分間 誌上セミナー -

②あなたの会社に興味のあるお客様を集めるからこそ、
中途入社社員も入社半年で本当に売れる
自社の世界観に共感するお客様を集められると、資金計画さえで
きれば、本当に新人でも注文住宅を提案できます。坪数ごとの価格
が明確なセミオーダー住宅だからこそ、新入社員営業でも初回接客
でしっかりと資金計画ができるのです。
業界未経験者が入社1年目で年間12棟受注！！

③セミオーダーだから、きっちりと利益を取れる
こだわりのフルオーダー住宅では、見積り時の粗利は３０％以上あるのに、引渡してみ

たらなぜか２０％ほど…なんてこともしばしば。打ち合せ前夜に遅くまでかかって準備して
いたプラン・見積りも、セミオーダー住宅なら、仕様と価格が決まっているので安心。ちな
みにセミオーダー住宅といえども、私達の会員企業様の平均粗利率は２５％以上、１棟
あたり５００万円です。また仕様と値段が明確なため、値引き交渉もありません。

④お客様が感動する企画をどんどんできるようになる
新人でも売れることができ、また、しっかりと粗利を確保できるようになると、
今よりも時間とお金に余裕が生まれます。
このビジネスで成功された会社様は、
その時間とお金を使ってお客様が感動する、
喜ぶ企画をどんどん実行して、
顧客満足度を高めていらっしゃいます。

⑤口コミやＳＮＳからの紹介客が増える
趣味の合う友人が建てた家が素敵だったので来た。InstagramやFacebookなどSNS上
の友達から薦められた。口コミが良かったので一度来てみたかった。職場の知り合いか
ら「絶対ここが良いよ」と紹介されて来た。
これらは実際にあったお客様の声です。このビジネスで成功された会社様は、最終的
には営業しなくても、来場された時には、「あなたの会社でお願いしたい」というお客様が
どんどん増えています。

デザイン注文住宅ブランドの再構築
13:00
～

日程

16:30

株式会社船井総合研究所

会場 東京本社

（受付：12:30）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染状
況が収束するまでの期間は、録画等によるウェ
ブ開催へ移行させていただく可能性があります
ので、何卒ご理解をいただきますようよろしく
お願い申し上げます。

講座内容

デザイン注文住宅ブランド 「THE HAUS」立ち上げ秘話
「地域でおしゃれな住宅会社」になるまでの苦悩とは？
第１講座
13：00
～
14:15

セミナー内容①

なぜ、デザイン住宅ブランドを立ち上げたのか？

セミナー内容②

新ブランド立ち上げを成功するために抑えるポイントとは？

セミナー内容③

住宅事業のブランドコンセプトの作り方。

セミナー内容④

デザインブランドを8棟⇒30棟にするために必要なブランディングとは？

セミナー内容⑤

今ではこれがないと事業が回らない！創業以来初のコンセプト型モデルハウス建築への踏み切り。

セミナー内容⑥

世界観をつくりあげる上でお客様の見られ方で気を付けることは？

セミナー内容⑦

住宅未経験者を育てる上で必要なこと
講師

なかやしき株式会社 代表取締役社長

中屋敷 知則

氏

明治9年創業の老舗材木店。
2016年から住宅業界へ参入し、新ブランド「THE HAUS」を立ち上げ、年間30棟受注。
お客様の人生をデザインする「ライフデザインカンパニー」実現に向けて奔走している。

明日から実践できるデザイン住宅のお客様の集め方と売り方！！
第2講座
14：35
～
16：00

セミナー内容①

モデルハウスをどこに建てれば集客に困らないか？失敗しないモデルハウスの立地選定。

セミナー内容②

圧倒的な集客を獲得するデザイン系住宅会社のHPのつくり方。

セミナー内容③

チラシ？ホームページ？今の時代に活用すべき媒体とは？

セミナー内容④

ついつい来場予約したくなる、チラシの作成方法。

セミナー内容⑤

住宅未経験の素人が受注できる提案方法とは？
講師

株式会社 船井総合研究所 住宅支援部 デザイン住宅グループ デザイン住宅チーム

塩﨑 誠

新卒で船井総研に入社し、住宅業界コンサルティンググループへ配属。
集客戦略に強みを持ち、特に、Webマーケティングに関しては、グループ随一の知識と圧倒的事例を持ち、
クライアントの実績を集客という切り口から向上させている。
近年では、デザイン住宅のリブランディングに特化して、新ブランド立ち上げ成功事例を数多くもつ。
今勢いのある注目の若手コンサルタントである。

商品開発から受注まで、かけるべきお金を全てお話します！
第3講座
16：00
～
16：30

セミナー内容①

モデルハウスの建築費用や集客コスト・営業の採用・育成コストすべてお伝えします。

セミナー内容②

船井総研がお手伝いしていること、コンサルタントを活用するメリット・デメリットとは？
講師

株式会社 船井総合研究所 住宅支援部 デザイン住宅グループ グループマネージャー

笛吹実

関西学院大学卒業。マーケティングによる業績アップ、注文住宅事業新規立ち上げの即収益化に強みを持つ。
ビジネスモデルは定着するまでとことん寄り添う支援スタイルはクライアントの定評がある。年間10棟の工務店
から100棟以上の地域1番店まで、お客様に最適な提案ができる。

自社を本気で変えたいとお考えの経営者様はすぐに手帳をあけて日程の確保をお願いします。

WEBから簡単にお申込みできます
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。
セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/070049

- デザイン住宅ブランド立ち上げに成功されたお客様の声 -

基本仕様は１つ。
建物のテイストを2種類に絞ることで、
年間15棟⇒60棟受注まで増やすことができました。

私たちは、創業以来1,500棟以上の施工・販売実績を誇る、地元山梨に根ざした住
宅総合メーカー。家・街をつくるということは、そこに住まうご家族の暮らしをつくるというこ
と。お客様との夢を共有し、誠実に、また情熱を持って、多彩なニーズにも対応できる住
宅とサービスをご提供しています。
転機は2015年、当時会社は分譲事業から本格的に注文住宅事業を始め、
「とにかくお客様の要望に叶う家づくりをしよう」とその一心で、色々な住宅を提案してきま

した。ただ、仕事はホントに大変。いろんなお客様に合わせて提案するので、玄関タイル1
つの種類・色を選ぶのに3時間以上打ち合わせたことも。新人も2人入社され、新人でも
わかりやすくお客様に提案できるようにするため、商品の種類を２つに絞り、セミオーダー
商品を売り出しました。すると、業界未経験の新人が入社後たった1年で10棟受注。「こ
の大きさ、この仕様で、消費税まで込みでいくら。と伝えことができるので、わかりやす
い！」と嬉しい言葉が。今では年間６０棟まで伸び、地域でのデザイン住宅会社としての
ポジションを確固たるものにできました。

オプトホーム株式会社
取締役 田辺 弘幸氏

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。

デザイン注文住宅ブランドの再構築

お問い合わせNo.

S70049

開催要項

3 21日（日）

お申込期限： 月

東京会場にてご参加

日時・会場

2021年

3 25
月

開始

日（木）

終了

13：00 16：30 （受付12：30より）

㈱船井総合研究所 東京本社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階

JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分

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。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染状況が収束するまでの期間は、録画等によるウェブ開催へ移行させていただく可能性がありますので、何卒ご理解を
いただきますようよろしくお願い申し上げます。

一般価格
会員価格

受講料

お申込方法

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

税抜 30,000円（税込

●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。

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.S070049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：藤野

●内容に関するお問合せ：塩﨑

お申込みはこちらからお願いいたします

2021年3月25日（木）
東京会場

お申込期限：3月21日（日）

QRコード

