
《特別講座ⅱ》
『提供するのは“世界観”
エフリッジホームで建てたいお客様
を来場させる方法』

お申し込みに対する問い合わせ：指田（さしだ）
内容に関するお問い合わせ：山下（やました）
※愛知県内の会社様からのお申込みはお断りしております。
ご理解のほど宜しくお願い致します。

平日 9:30～
17:30 対応デザイン注文住宅成功事例セミナー お問い合わせＮＯ.S055035
24時間対応

定額制注文住宅ビジネス大公開セミナー

日程 会場８月２９日（水）

第１講座

13：00

14:15
～

第2講座

14：35

15：15～

第3講座

15：15

16：00
～

第4講座

16：15

17：00
～

見学会集客が６組まで減少した会社から、ひと月で７０組のお客様を集め
立ち上げ半年で１５棟のプラス受注をした内容を全てお話します！

講座内容

セミナー内容①

セミナー内容②

セミナー内容③

セミナー内容④

セミナー内容⑤

なぜ今のタイミングでブルックリン住宅を始めたのか？
お客様から『買いたい！』と言われるブルックリン住宅開発秘話。

商品を定額制にしながら、粗利率３０％を獲得した社内ルールの作成方法。

自社の世界感やデザインの共感するお客様が来場するからこそ
７０％を超える次回アポイント率を確保できる！

チラシとの連動がじつは肝！アツいお客様だけで土日のスケジュールを
予約来場でいっぱいにするホームページ戦略とは？

ツールを揃えるだけでは上手くいかない！新人でも受注できる営業の仕組化とは？

講師 有限会社北山建築 代表取締役 北山裕史 氏

三重県松阪市で地場の工務店としてはナンバー１の着工棟数を誇る北山建築の代表。
2014年より集客・受注共に減少し、一時は最盛期の60％まで下がった受注棟数を、新ブランドの立ち上げによって
見事挽回した。自身の大工の経験も活かしながら、高いお客様満足を誇る。

セミナー内容②

セミナー内容③

年間数棟の工務店でも出来る！在庫リスクゼロのモデルハウスとは？

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。

圧倒的な集客を獲得するデザインモデルハウスのつくり方。

着工前からの売却準備。売れ残りリスクをなくすモデルハウスの売却方法。

セミナー内容①

セミナー内容②

セミナー内容③

講師

株式会社 船井総合研究所 マーケティングコンサルタント 大脇直之
北海道札幌市出身。法政大学経営学部卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
入社後すぐに住宅会社のコンサルティングに従事する。現場に基づいたロジカルな思考・提案で数多くの工務店の
業績アップに貢献した。特に、デザイン住宅を売りやすい形で提案する、定額制デザイン住宅のビジネスモデルを
立ち上げ、この領域で最も多くの実績を残している。

明日から実践できるお客様の集め方と営業手法！
チラシ？ホームページ？今の時代に活用すべき媒体とは？

ついつい予約したくなる、チラシの作成方法。

新卒社員でも入社1年で6棟受注する営業の仕組。

講師
株式会社 船井総合研究所 マーケティングコンサルタント 大脇直之

北海道札幌市出身。法政大学経営学部卒業後、新卒で船井総合研究所に入社。
入社後すぐに住宅会社のコンサルティングに従事する。現場に基づいたロジカルな思考・提案で数多くの工務店の
業績アップに貢献した。特に、デザイン住宅を売りやすい形で提案する、定額制デザイン住宅のビジネスモデルを
立ち上げ、この領域で最も多くの実績を残している。

セミナー内容①

セミナー内容②

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！
モデルハウスと土・諸費用込みで3,000万円以内で建てる方法とは？

たった110万円で毎月安定して20組の反響が取れるホームページを公開する方法。

講師 株式会社 船井総合研究所 定額デザインチーム チームリーダー シニア経営コンサルタント 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。

満員になり次第お申し込み受付を終了致します。
自社を『本気で変えたい』とお考えの経営者様は、今すぐ手帳を開けて日程確保と

参加申し込みをされることをオススメします。

ＳＮＳ×ＷＥＢで

30組 プラン相談毎
月

獲得
方法の

★チラシなし！毎月400件の資料請求獲得！
★毎週土日は予約のみでカレンダーが埋まる！
★プラン提案に受注！

デザイン住宅にこだわり続けたからこそわかる、
これから実践すべき戦略をお伝えします

3/11
2020

(水)

In東京

日程 会場

第１講座

13：00

14:15
～

第2講座

14：35

15：15

～

第3講座

15：15

16：00
～

第4講座

16：00

16：30
～

講座内容

セミナー内容①

セミナー内容②

セミナー内容③

チラシを撒かずにお客様を獲得する方法とは？最適な媒体選定と効率的な広告の配信手法
SNSで誘導し、HPで反響を獲得する導線戦略と受け皿戦略

デザイン業界を牽引するビルダーとして、お客様を惹きつけ続けるブランディング戦略

営業は“来場前”から始まっている！『パパママハウス』で建てたいお客様を集める方法。
マーケティング専任部隊が活躍する社内体制は、“役割分担”と“在宅勤務”で作る

講師

デザイン住宅を手掛ける会社として、名高い地位を確立していた同社。圧倒的な提案力によってファンを魅了してきたが、
同時にそこまでの提案ができる人材不足・契約までの期間の長期化・低粗利率に悩まされる。
そんな中、今までのデザインを活かし、かつユーザーの手に届きやすい価格設定をした新ブランドの立ち上げに着手。モデ
ルハウスオープン初月で100組以上の名簿を獲得し、新たな住宅ブランドとして新築事業の柱としている。

セミナー内容②

セミナー内容③

セミナー内容①

ファン化のための絶対要件は世界観の配信。ホームページを活用した世界観の演出方法。

お客様に『こんな家が欲しかった！』と言っていただく住宅の開発！
デザイン住宅を分かりやすく定額制にする方法は、設計ルールを整備して仕様を絞ること

セミナー内容①

セミナー内容②

セミナー内容③

講師

慶応義塾大学卒業後、大手ハウスメーカーの営業職を経て船井総研に入社。
以後住宅業界を中心にコンサルティングに従事する。
自身の営業経験を活かしたノウハウを武器に、クライアントの若手営業マンの育成の実績を持つ。
営業ツールの作成や、フローの構築など、現場視点且つ独自の切り口はクライアントからの評価も高い。
現場での営業経験を持つ異色のコンサルタントである。

集客は、媒体選定・更新内容・更新頻度で決まる！最新媒体の有効活用方法。

自然と予約に繋がるWEBの導線設計。

新卒社でも入社1年で6棟受注するのは、プランを書かずに受注できるから。

講師

セミナー内容①

セミナー内容②

たった110万円で毎月安定して20組の反響が取れるホームページを作成する方法

増税後もWEBを活用してお客様を集め続ける方法とは？

講師

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。

満員になり次第お申し込み受付を終了致します。
自社を『本気で変えたい』とお考えの経営者様は、今すぐ手帳を開けて日程確保と

参加申し込みをされることをオススメします。

デザイン注文住宅成功事例セミナー

パパママハウス株式会社 代表取締役 山口 勉 氏

チラシなし、WEB集客のみで毎月400件の資料請求獲得！
デジタルネイティブ時代に対応するマーケティング手法をお伝えします！

株式会社船井総合研究所 住宅支援部 山下 紘平

毎週カレンダーが予約で埋まるWEB戦略！
立ち上げ半年で10棟受注できた実話、全てお話します！

明日から実践できるお客様の集め方と営業手法

株式会社船井総合研究所 住宅支援部 山下 紘平

今の時代、工務店の経営者様がかけるべきお金を全て公開します！

株式会社 船井総合研究所 グループマネージャー シニア経営コンサルタント 笛吹実

慶応義塾大学卒業後、大手ハウスメーカーの営業職を経て船井総研に入社。
以後住宅業界を中心にコンサルティングに従事する。
自身の営業経験を活かしたノウハウを武器に、クライアントの若手営業マンの育成の実績を持つ。
営業ツールの作成や、フローの構築など、現場視点且つ独自の切り口はクライアントからの評価も高い。
現場での営業経験を持つ異色のコンサルタントである。

SNSから月40組反響獲得！費用対効果抜群のSNS広告の配信手法

ノウハウをチェック！

※愛知県内の会社様のお申込みはご遠慮いただいております。何卒ご了承ください。

▼お申込みはこちら

東京本社



来場前から営業が始まるIT時代
数字をつくる広報専門部隊２

戦略

様々なWEB広告楳田がある中での
効率的な活用方法。
潜在的なユーザーにどのようにアプ
ローチするかが大切な現在、ポイン
トは媒体の選択と集中です。
どのような媒体にどの程度の広告を
かけるのか、実際に成功してる内容
をお伝え致します。

効率的な反響を獲得するために、社
内にはそれぞれの媒体専属の広報
担当者を配置しています。
今の時代、お客様と接見してからが
営業の始まりではなく、WEB上での
営業活動が求められます。
“お客様と会う前にファン化する”広
報の在り方をお伝え致します。

３
戦略

４
戦略

デザインは良くても金額の説
明に手間がかかるのが注文
住宅の特徴でもあります。
それは、説明を受けるお客
様にとってもわかりにくく、説
明する営業マンの育成も鈍
化します。
デザイン注文住宅の定額化
に成功したノウハウをお伝え
致します。

工務店の悩みの種の1つとして、人
材育成が大きな課題となります。
型が決まっていない注文住宅営業
が覚えることが多く、新人や未経験
者が活躍するまでに3年程かかりま
す。
ポイントは、やることを明確に、絞り
込むこと。半年で新人を戦力化させ
た営業の仕組をお伝え致します

パパママハウス 株式会社

代表取締役 山口 勉 氏 □ 良い商品を作っているのにお客様が集まらない

□ 増税後、更に減ると予想されるマーケットに不安を抱いている

□ ホームページやSNSなどの集客方法を試しているがうまくいかない

□ 時代が変わりすぎて何から手をつけるべきかわからない

愛知県を拠点とし、デザインに特化した住宅を
手掛ける。会社全体の事業戦略やファイナン
スを取り仕切り、新ブランドの開発にも尽力し
ている。

５
戦略

６
戦略

モデルハウスで大きさのイメージを
持っていただき、設計ルールに沿っ
たプランニングを行うことで２回の提
案で最終図面を決定することができ
る。
設計ルールは会社の粗利率を守る
ためにも重要であり、特に屋根形状、
下屋、入隅出隅の数を決めておくこ
とは必須。

コーディネート打ち合わせの進め方
は、リアルサイズのモデルハウスを
見ながら、コーディネートブック内の
素材を選んでいくだけ。１回目で仕
様の打ち合わせ、２回目で電気関係、
３回目で最終確定を行うことができ
る。

備考

モジュール 尺（910）モジュール　　外形は455スパン不可

下屋について　　　　※1

※１　和室や下屋を設置しなくても、建築費の「減額」はしない

○建築費は、施工面積を基準に、以下の坪単価で計算する

○坪単価一覧表

施工坪 間取り

25を越える～28以下 ３ＬＤＫ

28を越える～31以下 ３ＬＤＫ

31を越える～33以下 4ＬＤＫ

33を越える～36以下 4ＬＤＫ

出隅入隅の施工数について

　　　・1階と2階を合わせて、合計12箇所以内とする

　　　・袖壁等の出隅は、カウントしない

　　　　　※

　　　　　　　 ※【注意】

　左図のように玄関ポーチがセット

　バックの場合、セットバック部は

　施工面積に算入するため、出隅・

　　　　　　　　１階    　　　　  ２階 　入隅としてカウントしない。

想ほーむ定額制デザイン住宅　設計原則（案）

１-１　定額制住宅の標準仕様と間取り

1.　間取り・形状　編

1ヶ所/１邸　かつ「3.3124㎡(１坪)」以下とする

止むを得ず下屋を施工する場合に限る

1880万円目標

税込金額(８％) 備考

ﾊﾞﾙｺﾆｰ下は下屋として換算しない。

※2018/01オープン予定モデル住宅

１-２　住宅価格について

項目

施工面積とは？

内容

施工面積 ＝ 延床面積 ＋ ポーチ + 吹き抜け

施工階数とは？ 総２階建

和室の設置について　※1 和室又は畳コーナーを設置することができる

バルコニーについて １ヶ所/１邸　設置が可能、面積は「3.3124㎡(１坪)」以下とする

１-3　出隅・入隅について

バルコニー

玄関

２
戦略

１
戦略

資料請求1件あたりの2000円の広告費
高効率で反響を獲得するWEB戦略

２
戦略

３
戦略

お客様に伝えやすい注文住宅
自由設計のデザイン住宅を定額化 ２

戦略

４
戦略

家族経営から一気に新卒４名採用
新人でも即戦化する仕組みづくり

２
戦略

５
戦略

プランたった２回で図面決定するには
モデルハウスと設計ルールが肝心 ２

戦略

６
戦略 コーディネート打ち合わせ３回で仕様を

確定するにはモデルハウスとコーディ
ネートブックを活用すること

フルオーダー 定額制注文住宅


