
TEL：０１２０－９６４－０００（平日9:30 ～ 17:30）

株式会社船井総合研究所＜主催＞

■ お申込みのお問合せ：中田（ナカタ）
■ 講座内容のお問合せ：下枝（シモエダ）

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

ゼロから半年で
問い合わせ４８件、４件受注

システム建築で
設計の手間いらず

競合なしで
粗利２５％確保

兵庫県姫路市
坂上建設 株式会社
専務取締役 坂上 功治 氏

建設業向け民間建築セミナー
2021年4月26日(月)・5月7日(金)・11日(火)・20日（木）

WEBセミナー(PC･スマホで受講可能)

お問い合せNo. S070108

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



2 （禁無断複写複製）

■手離れがよく、利益が取りやすいシステム建築を商品化

私たちの会社では、システム建築を商品として倉庫建築事業を行っています。

システム建築のメリットとして、

①在来の２～３割原価が安い

②上物はほぼ全てメーカーに外注可能

③短工期、大空間で競争力が高い

があり、非常に売りやすく、手離れがよい

という特徴があります。

坂上建設株式会社
専務取締役 坂上 功治氏

兵庫県姫路市

姫路市の総合建設会社。2020年から倉庫建築店
の構築を行い、事業開始半年で４棟の倉庫・工
場建築を受注。平均粗利率も２５％前後と高い
実績を残している。事業開始から毎月１０件弱
のお問合せをいただいており、安定した受注経
路の確保に成功した

◀60mスパンを飛ばせる大空間
という特徴も施主様からは気に
入っていただきやすい。

ゲスト

講師

≪ 2021年最新 倉庫・工場建築成功レポート！！≫

◀
◀

外観もスタイリッシュ。
パッケージ化されているものの
㎝単位でのオーダーも可能

▲ ▲



≪ 2021年最新 倉庫・工場建築成功レポート！！≫

3 （禁無断複写複製）

■半年で問い合わせ５０件、WEB,DM集客が大成功

もともと、知り合いの紹介や設計士からの紹介というルートに頼っていましたが、

この事業を始めてからはWEBやDM、新聞広告で営業活動

をしています。

▲本体サイトとは別に倉庫建築サイト。
毎月1,000人超のアクセス数がある。

最初DMを送付した時は反響が来るかどうか半信半

疑でしたが、なんと３８０部送付し

ただけで５件問い合わせ、

３件が見積もり依頼に・・・！

これはイケる！と確信し、

今では定期的に送付しています。

倉庫建築の専門サイトも作り、

リスティング広告等で集客も行っています。こち

らもなんと

毎月３～５件のお問合せを

いただく結果になりました。

▲毎月送付しているDMの一部。冊子型のDMに
なっている。完成した物件があった際には完成
見学会の案内を代わりに送付している。

▲カタログダウンロードコンテンツを用意
している。ハードルを意図的に下げて、問
い合わせがしやすい状況を作っている。



≪ 2021年最新 倉庫・工場建築成功レポート！！≫

4 （禁無断複写複製）

■競合がいない市場、半分が特命受注！

実際に問い合わせいただく方の多くは、「DMやWEBで告知をし

ている建設会社がなく、 どこに頼んでよい

かわからなかった」という方で、販促活動を行っている坂上建設に

真っ先に問い合わせをいただくようになってきたと感じています。

これらの取り組みを行った結果、半年で問い合わせ4８件、

4件を設計施工で受注することができました。

今までは年間数件の依頼があれば、良い方だったのでこの結果には大満足です。

営業面では、「倉庫建築を

安く抑えるポイント」

をまとめ、プレゼン

を行います。

多くのお客様に納得してもらえ、

設計施工で任せていただけるので、

それが受注率向上につながっているようです。▲営業アプローチブックの一部。初回の面談の際に
必ずこの話をしていて、コストパフォーマンスが高
い倉庫を建てる方法をお伝えしている。



≪ 2021年最新 倉庫・工場建築成功レポート！！≫

5 （禁無断複写複製）

◀案件表の一部。
事業開始して半年で４８件の
問い合わせ。
半年で３件普通倉庫受注
１件の冷凍冷蔵倉庫受注。
２件は特命で受注ができた。

◀冷凍倉庫セミナーも開催。
姫路市内から１５名ほど来場。
残念ながら受注にはならなかった
ものの、多くの会社との付き合い
ができた。

▲坂上建設で送付している通信。
毎月メルマガで名刺交換客等に
送付している。リピートや中長
期客へのフォローをこれで行う。

土地なし客に対しては土地探
しも行う。パート女性を採用
し、不動産会社の営業を
行っていただいている。
現在はまだ受注に至っていな
いが今後に期待。

▶
▶

▲トークスクリプトも用意し、
誰でもできる体制にしている。



以前から倉庫工場建築のため、社員には飛び込み訪問を3年間継続的に

やらせてきましたが、成約できない状態が続いて悩んでおりました。

たまたま、船井さんからのメルマガで、DMやWEBから集客するということを知って、

藁にもすがる思いでとりあえずやってみることにしました。

始めて行う販促は完成見学会。DMやWEBで集客を

行いましたが、なんと１５組以上が来場。

しかも、１憶円の案件を

即契約いただく結果になりました。

その後も毎月１０件以上

の見積もり依頼を

いただいており、会社の事業柱と

なっています。

■事業開始３カ月で１億、即時受注！

6 （禁無断複写複製）

群馬県太田市
株式会社金谷計画

代表取締役 金谷 光男氏

≪ 2021年最新 倉庫・工場建築成功レポート！！≫

6 （禁無断複写複製）

▲構造見学会、完成見学の実際の様子。実物を見て説明し、
お客様からも好評だった。

◀完成見学会のDMを発送し、完成
見学会当日は、15組以上の来場が
あった。

▲2020年10月下旬から広告をかけ
始めたHPから40件もお問い合わせ
をいただいている。



■WEBからの問い合わせが後を絶ちません！

7 （禁無断複写複製）

もともと太陽光事業を中心に事業展開をしていました。FIT制度が終わりに近づいて

いることから、次の事業を探していたところ倉庫建築に思い当たりました。

北海道帯広市
岡田建設株式会社

代表取締役社長 岡田 俊治氏

≪ 2021年最新 倉庫・工場建築成功レポート！！≫

7 （禁無断複写複製）

WEBの開設を行いましたが、気が付けば

毎週２～３件の見積もり

依頼をいただくほどになっています。

まだ始めて数カ月ほどですが、１億の

倉庫を受注。さらに3.5億の

案件も内諾をいただきました。

帯広市の小さい商圏でもやり方次第で、

まだまだやれるなと改めて実感しています。

◀新聞広告にも掲載を
し、倉庫建築に対して
の認知度を高めている。

▲工場倉庫建築の
専門サイトを構築
WEB広告で集客を行っ
ている。

◀SEO対策のために
WEBも毎月更新。
「北海道 倉庫 建
築」といった検索をす
ると最上部に上がって
くるようにしている。



• ≪ ３分間 誌上セミナー ≫

8 （禁無断複写複製）

最新の建設業向け事例レポートをお読みいただいた感想はいかがでしょうか？

ここからはWEBセミナーのご案内です。テーマはズバリ、

「あなたの会社が倉庫建築を受注する方法」
です。

申し遅れました。私、船井総研の下枝と申します。数年前から倉庫建築分野で

コンサルティングをしており、この分野では多くの成功実績を上げることがで

きました。

数年前からでしょうか。地域の建設会社数社と話していた時に、皆さん口をそ

ろえて「倉庫建築が好調」とお話いただきました。

ただ実際に地域建設会社を見渡してみると、“その巨大マーケットで

ある倉庫建築に対して販促活動を積極的に行っている

建設会社はあまりに少ない・・・”

その隙間を狙えるんじゃないかと思い、始まったのがこの事業でした。

株式会社船井総合研究所
建設支援部 建設チーム リーダー

下枝將洋

DMやWEBを駆使することで、
お客様は驚くほど勝手に増えていきます

勘の鋭い建設会社が密かに始めている…



9

≪ 3分間 誌上セミナー ≫

（禁無断複写複製）

実際に物流業者や製造業社の方に話を聞いていくと、どの会社も

「DM等での倉庫建築の案内は、ほとんど見たことがない」

「WEBを見ても、どこも施工実績を載せるだけで、

どこに頼んでよいかわからない」

そういったご意見ばかり・・・。

これはイケる・・・！と思い始めていただいたのが、

今回のゲスト講師である坂上建設様でした。

結果は見ての通り、見積もり依頼がバンバン来る！という状況・・・

しかも坂上建設様だけでなく、他の地域の建設会社様においても

同じようにお客様が勝手に集まってくるのです。

これほどお客様が集まるのであれば、皆さんにぜひ始めていただきたい！

そう思い、セミナーを企画させていただきました。

実のところ、今回のセミナーで講演いただく坂上建設様には、

「あまりに美味しい事業すぎて広めたくない」と

言われていたのですが、建設業の発展のためにということに共感いただき、

なんとか講演を了承いただきました。



10

≪ 3分間 誌上セミナー ≫

（禁無断複写複製）

当日セミナーでお話しするのは・・・

ほんの一部ですが、このような内容を具体的にお伝え致します。

■特別ゲスト講演

・他社がPRしてないからチャンス！WEBでお客様を集める取り組み

・DMも反響大！坂上建設で送付しているDMそのままお見せします

・システム建築で上物はほぼ全てメーカーに外注可能

・スピード見積もりがカギとなり、他社と差をつけ受注ができる

・意図的に期限を切る営業方法で受注につなげる

・私たちが行っているリピート受注に向けた対応

・知り合いから案件を紹介していただくためのチラシ、社内の対応

・セミナーも有効！冷凍冷蔵倉庫セミナーの取り組みをご紹介

・倉庫建築に特化してから反響増大！意図的に事業を絞る意味

・反響営業なので営業マンは兼業でも対応可能

・倉庫建築事業で30億を狙える需要を体感

■船井総研講座

【事例紹介】全国の倉庫建築事例企業を大公開

・ネット通販はこれからも伸びる！倉庫建築市場の動向

・特殊倉庫が特に足りない！冷蔵冷凍倉庫・危険物倉庫の実態

・なんでもできますは何もできないのと一緒？！専門特化のブランディング戦略

・価格訴求と短工期がポイント！2020年当たったDM事例をご紹介

・経済新聞や野立て看板も効果あり！販促ツールを一挙ご紹介

・未経験の営業マンでも売れる！システム建築を武器にした営業ツール

・WEBサイトから毎月5件見積もり依頼を獲得する方法

・地域ゼネコンが特命受注を増やした事例

・システム建築で倉庫建築を増やした事例紹介 …他。

実際に行って分かった倉庫建築のポイント
坂上建設株式会社 専務取締役 坂上 功治 氏



11

≪ 3分間 誌上セミナー ≫

（禁無断複写複製）

今回のセミナーはコンサルティング会社によくある、理屈ばかりで、勉強には

なるけど結局どうやって取り組めば良いのかわからない…といった、内容とは

一味も二味も違います。

理屈は一切抜きの、“明日から即自社で使える具体的

な内容と事例ばかり”にしております。

改めてお伝えしますが、これほどお客様が勝手に集まってくる事業は他にあり

ません。

コロナの先行き不安を吹き飛ばせる事業だと断言できます。

セミナー当日、ご参加いただけることを楽しみにしております。

追伸① 現在のところエリアバッティングを避けるため、この事業の開始は

先着順にしております。いち早くお申込みいただくことをオススメ致します。

追伸② 新型コロナウィルスの影響下においても、各建設会社さんとも本当

に多くの施主様から変わらずお問い合わせをいただいております。

最後になりますが、既に倉庫建築事業で活躍されている企業様をご紹介させて

いただきます。皆さまが一歩踏み出す参考になれば幸いです。

株式会社船井総合研究所
建設支援部 建設チーム
リーダー



実際に取り組んでいる会社様の声

倉庫建築事業に

実際に取り組まれている会社様の声

弊社でも以前からシステム建築には目を付けていて、現場の負担が少なくまた、価格競争
力も高いことから、精力的に取り組んでいます。ここ最近は完成見学会が盛況で、１５名を
超える方に来場いただきました。WEB集客も好調で毎月１０件ほどの問い合わせをいただ
いております。倉庫建築ブランドを始めてからは直接的な問い合わせもそうですが、「安成さん
は倉庫建築が得意」という認知度が広まったことからか、紹介の問い合わせも増えてきていま
す。今後も楽しみな事業の１つです。

紹介受注も増えてきてます

山口県下関市
株式会社 安成工務店
代表取締役 安成信次 氏



もともと土木中心の会社でしたが、会社の継続的な発展のためには民間建築分野も必要と
考え、この事業を始めることにしました。

WEBサイトの構築と2回のDMの発送で10件以上お問い合わせがあり、その中には鹿児島
県でも有名な会社からのお問い合わせもありました。今後さらに体制を整え、この倉庫建築
事業を中心に民間建築での売り上げもあげていきたいと思います。

民間建築を伸ばすきっかけとなりました

鹿児島県肝属郡肝付町
山佐産業 株式会社
代表取締役社長 門田 道弘 氏

実際に取り組んでいる会社様の声



実際に取り組んでいる会社様の声

静岡県牧之原市
小塚建設株式会社
代表取締役 小塚 辰巳 氏

静岡県牧之原市を中心に一般建築をメインに住宅事業等も展開しております。少ないです
が過去に倉庫の施工実績もあり、需要があることは感じておりました。実際にWEBサイトを作
成しDM発送等の販促活動を行った結果、毎月驚くほど多数の見積もり依頼が寄せられる
ようになりました。今までは知り合いの会社や紹介経由で受注していたのですが、今回の事
業では全くの新規のお客様ともおつきあいができるので、お客様層が広がったと感じておりま
す。

お客様層が広がりました！

愛媛県今治市
重松建設 株式会社
代表取締役 重松 宗孝 氏

WEBから多数の問い合わせを頂きます
弊社では、もともと倉庫建築はあまり得意でなく、知り合いからの紹介経由で毎年１、２件
ほど倉庫建築の受注をするという状態でした。システム建築自体は現場監督の負担も少な
いことから魅力に感じており、たまたまこの事業のことを知って取り組み始めました。特にWEB
集客は驚くほど反響が来ており、毎週１～２件は見積もり依頼をいただきます。

これからは完成見学会も控えているため、さらに受注を重ねられるように頑張っていきます。



実際に取り組んでいる会社様の声

奈良県橿原市
株式会社 崎山組
代表取締役 嵜山 和之 氏

弊社でも倉庫建築の実績はあったのですが、全て紹介からの受注で積極的な営業は行って
おりませんでした。今回、HPの作成とDMを発送したところこのご時世にも関わらず、 一回の
販促活動で14件ほどお問い合わせをいただき、こんなに需要があったのかと驚いています。
早速工事の受注もできたので、引き続き積極的に営業を行い、さらなるお問合せと契約に
つなげていきたいと思います。

初めての販促で１４件の問い合わせがありました

宮城県仙台市
中城建設 株式会社
代表取締役 結城 創 氏

WEBから毎月問い合わせを頂きます
もともとRCマンションの建築や、福祉施設の建築事業を中心に行っていました。近年融資が
厳しくなっていることから他の事業を探していたところ、システム建築のことを知り、取り組み始
めました。まだ取り組んで間もないですが、WEB広告を入れてから１か月で早速２件の問
い合わせをいただき、その後も継続的に反響をいただく結果となりました。DMや新聞広告掲
載等も今後行っていき、さらに問い合わせを増やしていきたいと思います。



建設業向け民間建築セミナー

■ ゲスト講師 講座内容

【セミナー開催日】
２０２１年４月２６日(月)
５月７日(金)・１１日(火)・２０日（木）

【セミナー開催時間】
１３：００～１５：３０
ログイン開始１２:３０～

・他社がPRしてないからチャンス！WEBでお客様を集める取り組み
・DMも反響大！坂上建設で送付しているDMそのままお見せします
・システム建築で上物はほぼ全てメーカーに外注可能
・意図的に期限を切る営業方法で受注につなげる
・スピード対応がカギとなり他社と差をつけ受注
・知り合いから案件を紹介していただくためのチラシ、社内の対応
・セミナーも有効！冷凍冷蔵倉庫セミナーの取り組みをご紹介
・知り合いから案件を紹介していただくためのチラシ、社内の対応
・倉庫建築に特化してから反響増大！意図的に事業を絞る意味
・反響営業なので営業マンは兼業でも対応可能
・倉庫建築事業で30億を狙える需要を体感

「実際に行って分かった倉庫建築のポイント」

■ お問い合わせ

ＴＥＬ：0120-964-000（平日9:30～17:30）

＊お申込みに関するお問合せ：中田（ナカタ）
＊講座内容に関するお問合せ：下枝（シモエダ）

★セミナー申込方法★
・別紙に記載のQRコードよりWEB申し込み
・船井総研HPからWEB申込

「倉庫建築の市場性と今後の可能性」

■ 船井総合研究所 講座内容

株式会社 船井総合研究所 建設支援部
建設チーム 三木 萌々子

坂上建設 株式会社
専務取締役 坂上 功治氏

株式会社 船井総合研究所
建設支援部

建設チーム リーダー
下枝 將洋

「【事例紹介】全国の倉庫建築事例企業を大公開」

他社で使用しているツール等もお見せ致します！

WEB開催



日時・会場

受講料

お申込方法

お問合せ

一般価格 税抜 20,000円（税込22,000円）／一名様

会員価格 税抜 16,000円（税込17,600円）／一名様
●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。

株式会社船井総合研究所

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：下枝

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。

建設業向け民間建築セミナー お問い合わせNo. S070108  

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. 070108を入力、検索ください。

開催要項

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。
オンラインミーティング「ZOOM」を使用いたしま
す。ZOOMご参加方法の詳細は「船井総研
Web参加」で検索

お申込みはこちらからお願いいたします

■ 4月26日（月）オンライン
申込締切日 4月22日（木）

■ 5月7日（金）オンライン
申込締切日 5月3日（月）

2021年4月26日（月）

お申込期限：4月22日（木）

オンラインにてご参加

13：00～ 15：30
（ログイン開始12：30より）

開始 終了

2021年5月11日（火）

お申込期限：5月7日（金）

2021年5月7日（金）

お申込期限：5月3日（月）

2021年5月20日（木）

お申込期限：5月16日（日）

■ 5月11日（火）オンライン
申込締切日 5月7日（金）

■ 5月20日（木）オンライン
申込締切日 5月16日（日）

http://www.funaisoken.co.jp）、

