
わずか年商
3500万円

閑散期に仕事が切れるか
ずっと不安を抱えていた

どこにでもあるウチの会社が…

× で

ウォール株式会社
代表取締役 中村 一徳氏

Webページからも
セミナー情報を
ご覧いただけます

セミナー同時開催！
職人親方の地域一番店への道セミナー

いますぐスマホでチェック！

名古屋市港区で創業、2名で独立をして3年前
に法人化する。有名な塗装会社の競合が多い
地域の中でも急成長して住宅塗装を始めて
1年で1.5億円を達成された注目企業である。

二次施工店・下請け、孫請けの塗装親方の経営者様へ送る

東京会場：2020年4月11日（土）船井総合研究所東京本社
職人社長の地域一番店の道セミナー お問い合わせNo.S054623 担当：指田

〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル TEL：0120-964-000（平日9：30～17：30）FAX：0120-964-111（24時間対応）

主催：株式会社船井総合研究所



「本当にうまくいくんだろうか・・・」

不安もありましたが、思い切ってやってみて本当に良かったと

思っています。

やってみると意外にカンタン

で、ざっくり言うと看板店舗

（塗装ショールーム）と

スマホサイトを立ち上げたことで、住宅塗装の元請け受注が

一気に伸びたんです。

下請けだった2年前は年商わずか3500万円が、現在は1.5億円と4倍

以上に伸びました。粗利率は20%そこそこだったものが、40%を超

えるまでになりました。

まさかここまで変わるとは

思いませんでした。

2020年最新 住宅塗装 下請けからの脱却 成功ストーリー

愛知県名古屋市
ウォール株式会社
代表取締役 中村一徳氏

名古屋市港区で創業、2名で独立をして
3年前に法人化する。有名な塗装会社
の競合が多い地域の中でも急成長している
会社である。

ゲスト
講師

■ずっと願いだった下請け脱却
が意外にカンタンにできました！

▶
店
舗
の
内
観
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独立当時、昼は現場で

作業をして、夜はその

報告書を作り、本当に

仕事に追い回される

毎日でした。

正直、休みなく働きましたが全く儲かりません。閑散期になる

と工務店からの仕事はパタリ

と減り、応援で食いつなぐ

生活…応援に行くと単価を安く

叩かれたとしても「職人さんの

日給を確保するためには」と泣く泣く応じるしかない。何とかし

たいと思っていましたが手が見つかりませんでした。下請け

のままじゃダメだと思ってはいましたが、

何から手を付けていいかわからなく、無駄に時間だけが過ぎる

日々が続きました。

そうこうしているうちにまた繁忙期を迎え、下請けの仕事が増え

ていき、結局何も変わらないまま1年が過ぎました。

2020年最新 住宅塗装 下請けからの脱却 成功ストーリー

■とにかく目の前の仕事
に追い回される日々・・・

▼独立当時の写真

■新しいチャレンジに手ごたえあり！
これならイケるかも！？

このままではいけないと思っていたある時、住宅塗装に

参入してうまくやっている会社があると聞き、

半信半疑ではありましたが「まずは取り組んでみよう」と、 3



2020年最新 住宅塗装 下請けからの脱却 成功ストーリー

▶
看
板
店
舗

思い切ってやってみることにしました。

正直なところ、資金に余裕があるわけではなかったのですが、なんと

かこの状況を打破したいと思い、500万円だけ銀行から借りて

投資をすることにしました。

まず取り組んだのは、近隣エリアでは見たこともないような

塗装ショールームです。とにかく目立つ看板を掲げたので、「看板

店舗」と言っていいかもしれません。

また、いまの時代お客様はぜったい

にスマホで検索するので、

Ｗｅｂサイトはスマホ対応に

思いっきり力を入れました。

この2つが功を奏して今までやったこともなかった「集客」がで

きたことがまずはじめに感じた手ごたえでした。

またお客様は塗装を依頼すること

前提で来店されるので、値引きを

せずに受注まで無理せずに行う

ことができました。

受注案件の粗利率は40％を超えることも大きな驚きです。

取組みだして1年が過ぎ、あっという間に3か月先まで工事の日程が

埋まるようになりました。先の見通し

が立つということが、経営者として

こんなにも心の余裕につながるのか、

ということをひしひしと感じています。

▶
実
際
の
工
程
表
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2020年最新 住宅塗装 下請けからの脱却 成功ストーリー

▼増えた職人との写真

▶
最
新
の
店
舗

▶
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
写
真

住宅塗装を行うことで地域での知名度も上がりました。

最も変わったのは、協力してくれる

職人さんの仲間が増えたことだと思

います。ずっと職人不足に悩まされて

いましたが、この取り組みを始めて

から、施工班があれよあれよと

いう間に増えました。

現在でも、もともと仕事をやっていた

工務店さんなどからも仕事の声を掛けていただくことはありますが、

住宅塗装の仕事が安定しているので、無理して請けることはせず、

仕事をコントロールしながら受注しています。

計画的に仕事を進めることができ、かつては不安しかなかった経営で

したが、徐々に経営者として自信が持てるようになってきました。

また住宅塗装は施主様と直接工期を決めることができるので、仕事

の時間も調整でき、家族との時間が増えました。

2019年は自分史上最高にゆっくり休むこともでき、家族も

喜んでいます。

■仲間が増え、家族サービスもでき、
新しい世界が見えました！
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塗装業 3分間紙上コンサルティング
3分間紙上コンサルティング

「住宅塗装」が職人社長の未来を明るくする
株式会社船井総合研究所

リフォーム支援部 チームリーダー
チーフ経営コンサルタント 中屋貴之

ここまでウォール株式会社の中村社長様の取り組み、成功企業
レポートをお読みいただきましたがいかがでしょうか。
申し遅れましたが、わたくし、船井総合研究所リフォーム支援部
塗装チームの中屋と申します。現在、全国で塗装業を行っている会社

の、みなさまへ「住宅塗装」を通じて業績アップのお手伝いを
させていただいております。
ウォール株式会社様が実践されている住宅塗装の業績アップについて
解説させていただきます。

地域で一番目立つ看板を
設置して、事務所をショー
ルーム化して来店型にする

作るだけではない、スマホ
対応のHPを行うことで見
る人を増やします。
HPと看板店舗で

住宅塗装に参入するためには集客が一番重要！

集客して、受注までを楽に行う。住宅
塗装を行うことで安定した工事量を
確保することができるモデル。

スマホ集客看板店舗
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塗装業界で施主さんから元請け化しようとする会社がよくやる失敗は、なんとな
く見よう見まねでチラシを配って
みたりするケースが多いと思います。

実はこれが大きな間違いです。
手づくりのチラシやどこかの真似事の
チラシではまったく集客効果が無く、無駄に
投資額が増えています。
押さえるべきポイントをしっかりと理解して取り組まないと、お金と労力の無駄に
なってしまいます。
まずはウォール様が実践しているような正しい方法を習得して住宅塗装に参入
することが重要なのです。
ここでは紙面レポートを通じて

「住宅塗装」に取り組む3つのメリット
をお伝えしていきます。

塗装業 3分間紙上コンサルティング

住宅塗装に取り組むメリットはコレだ！

１．集客にお金をかけても儲かるビジネスモデル

住宅塗装のビジネスモデル特質上、「集客」にお金をかけていかなければいけま
せん。しかしほとんどの会社は集客にお金をかけたら、儲からないと思っている
方が多いと思います。
これはしっかりと数値計画を立てていないことが問題であり、こちらがウォール様
の取り組まれたビジネスモデルの数値です。
次のページをご覧ください。
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塗装業 3分間紙上コンサルティング

２．工事量をコントロールができるから安定した売り上げになる

まずはこちらをご覧くだ
さい。こちらは2017年の
住宅塗装参入前と
2018年の参入後の工事
棟数のグラフです。

「住宅塗装」は、集客の数を大幅に上げることで短期間で売上を
上げるモデルです。
ショールームやWebサイトなど集客のための初期投資は一時的に増えますが、
施主様から直接受注する件数が増え、受注単価も増加します。また、粗利

率も40%を超える結果、最終的な儲けである営業利益額が増える
構造となっています。

取り組み前は営業利益はほぼゼロだったウォール様も、取り組み後は
営業利益率10%を叩き出すほどに変化させることができました。
これにより、企業に体力が付き、さらに投資することができます。
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

参入前 参入後

1年目 2年目 設定条件

売上高 10,000 20,000 営業1名あたり5000万円

粗利高 4,000 8,000 粗利率40%

営業人件費 1,000 2,000 営業1名あたり500万円

事務人件費 120 240 事務1名あたり120万円（パート）

広告宣伝費 800 1600 目安：粗利高対比15％～20%

地代家賃 240 240 月20万円

初期投資償却 200 200 400万円を2年償却

その他経費 930 1320

経費計 3,290 5,600

営業利益 1,010 2,400

（営業利益率） （10.1%） （12.0%）

金額の単位：万円★１店舗あたり損益計算書（例）
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塗装業 3分間紙上コンサルティング

取り組む前は、年間80棟をこなしていましたが、閑散期の２棟からピーク時
で10棟と繁閑差が5.0倍もありました。おまけに工期は自社で決められない
ため、工期が重なってしまい、なくなく断らないといけない状況になり、売り上げ
が上がらないです。

取り組み後は安定して自社受注の仕事をつくることができ、閑散期（冬場
と梅雨時期）でも8棟以上、繁忙期は12棟くらいの件数を
施工しています。繁閑差は1.5倍程度に縮まりました。

数字的な繁閑差もさることながら、工期を自社で決められることが
何よりも大きいと思います。
受注残として３ヶ月間はストック
をつくることができ、安定した工事量
を確保できています。

仕事量の安定化は利益面に大きな効果をもたらします。専属職人
の仕事量を安定的に確保できるようになったので、わざわざ応援の仕事
を請ける必要もなく自社の工事に集中することができるようになっています。

また、工事を計画的に進めることで、
突貫工事のようなで無理な工程で

応援を呼ぶこともなく、無駄な経費
を掛けず自社に利益を残せるよう
になっています。資金繰りについても、現

金回収が基本であることに加え、着工時に３０％～５０％を着手金と
して請求しており、先に現金が手元に入ります。経営者の悩みである資
金繰りの負担がずいぶん軽くなったと中村社長も言っています。

▼安定して出している専属職人
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塗装業 3分間紙上コンサルティング

３．全国各地で成功事例続出！
パッケージ化された導入手法で貴社もすぐにスタートできる。

私が先ほどお伝えした正しい手法で実践すると言いましたが難しく考える必要
はありません。この「住宅塗装」の導入は私たち船井総研がウォール様をはじ
め、全国の企業様の成功事例をもとに住宅塗装の立ち上げのパッ
ケージ化しています。

このパッケージを利用することで、ごく普通の下請けの塗装屋が
「住宅塗装」を飛躍的に増やすことが可能となっています。
次ページ以降はこのパッケージを利用して成功された会社様の事例が連発し

ております。特別な方が成功しているわけではなく、職人社長でも成果が
実証された手法をご紹介させていただきます。
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スマホ集客ｘ看板店舗で住宅塗装に参入！
急成長企業が全国各地で続出中！

2014年から開催している船井総研主催の

「住宅塗装」参入セミナーを行ってお

り、延べ300名近くの経営者様がご参加

していただいております。その多くがセ

ミナーの内容を吸収、実践しています。

続々と全国各地で業績を急成長させてい

る企業様を紹介させていただきます。

愛知県一宮市
㈱達美装

代表取締役
髙見澤 達也氏

社長が営業せずにたった5名で
年商6億円に急成長できました！

東海
地域

私は連棟倉庫から出発をし、塗装親方と

して、徐々に事業を伸ばしました。

大きく伸びたのは、やはり住宅塗装を始

めてからです。

現在は2店舗で

売上6億円まで

伸ばせました。

東京都足立区
㈱Luxst

代表取締役
寺田 翔馬氏

元防水職人の20代の社長ですが、
3名で売り上げ3億円を達成しました。

関東
地域

私は20代で防水の職人をしていました。

しかし、なかなかうまく売上があがらな

いので思いきって、塗装に参入してきま

した。それが結果的には

正解だと感じています。

現在では2店舗目を出店

して今後どんどん増やし

ていきたいと思います。 11



岡山県岡山市
㈲御南塗装工業

代表取締役
中村 英行氏

女性社員を活用して、売上3倍へ
人材難でも売上を上げることができました

中国
地域

長崎県諫早市
㈲田中塗装

取締役
田中 俊史氏

公共事業や下請けしかしたことのなかった
ですが、新規参入で売上2.5億円達成！

九州
地域

私は父からこの事業を引き継ぎ二代目と

して行っています。しかし、公共工事だ

けでは人口が少なくなる未来に不安があ

り、元請を行い

ました。結果は

取り組んでよかった

と感じています。

私は職人からスタートして、取り組み前

は1名で営業を行っていました。しかしこ

れ以上の伸びはないと思い、この事業を

取り組みました。

現在では女性も活躍

できるようになり、

活気ある会社になり

ました。

滋賀県野洲市
㈱片山

代表取締役
片山 銀次郎氏

わずか10万人商圏でも3・3億円を
達成！ショールーム展開で圧倒的1番

関西
地域

私は公共事業を行っており、人口が少な

いことを危惧してこの事業をはじめまし

た。最初は不安でしたが、ショールーム

のオープンでは

2日間で50組の

100名以上の方が

来場しました。
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ウォール株式会社中村社長による 0.3億円から1.5億円までの成功事
例大公開セミナーまずは本レポートをお読みいただきありがとうございまし
た。ただ、残念ながら紙面の都合上、成功事例様の取り組みを一部し
かお伝えできませんでした。そこで本レポートをお読みになり、

「住宅塗装」についてもっと詳しく聞きたいと思われた職人社長を
対象にした特別なセミナーをご用意しました。
今回のセミナーでは、紙面で紹介したウォール株式会社の中村社長様

をお招きし、「住宅塗装」参入の実行ポイントをご披露させていただ
きます。

このセミナーは単なる学びの場ではなく、即実践できる内容となって
います。たった半日参加するだけで、「住宅塗装」へ参入でき成功でき
るモデルが全て分かる講座構成です。一見の価値あることは間違い
ありません。ではその内容を次のページで紹介させていただきます。

レポートをお読みいただいた経営者さまへの特別なご案内レポートをお読みいただいた経営者さまへの特別なご案内

「住宅塗装」を最短期間で成功する方法を大公開

具体的なノウハウをたった1日に凝縮！
「住宅塗装」を最短期間で成功する方法を大公開

具体的なノウハウをたった1日に凝縮！

【特別案内】下請けからの脱却！
職人社長の「住宅塗装」参入セミナー
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毎月塗装案件が15件以上
生み出す塗装専門スマホサイト

閑散月でも20組集める塗装イベント
1件あたり2万円以下で集客！

超効率的にお客様を集める仕組みを大公開

激戦区でも勝てる成約率70％！
魔法のアプローチブックを大公開
職人でも即戦力が可能
1週間で覚えられる営業マニュアル
値下げナシ＋高単価塗装が受注できる！
来店ランクアップクロージング！

シリコン以上は当たり前！
フッ素・無機塗料が売れる商品設計
足場・塗料・職人のコストをコントロール
粗利40％以上の原価表大公開
ライバルと戦っても勝てる商品ラインナップ
高単価商品の売り方、見積書大公開 14



中村社長： 私も住宅塗装に参入して効果があるか不安で

した。しかし、今では取り組んでよかったと

感じています。経営に対しての不安がなくなり、

先々の予定も立ち、取り組んでよかったと思って

います。取り組んでみると困難なことは少な

く、今思えばこのモデルは知っているか知らな

いかの違いであり、この一点に尽きます。

船井総研：私たちは塗装業で技術ある社長が儲かる業界に

なってもらいたいと思っています。

一人でも中村社長様のような社長が輩出されること

はこの業界を変えると本気で思っています。

決して2万円は安いとは思いません。しかし、一度

このノウハウを知ってもらえたらと思っています

中村社長様はお忙しく、このセミナーは今回限

りとさせてもらうこととなっています。

どうぞこの機会をお見逃しなく、ご参加ください。

ウォール株式会社

中村 一徳氏
㈱船井総合研究所

中屋 貴之

住宅塗装の成功モデル 中村社長よりレポートをお読みの皆様へ住宅塗装の成功モデル 中村社長よりレポートをお読みの皆様へ
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講座 セミナー内容

WEBにはもっと詳しく内容が記載されています

東京会場

ゲスト
講師

講座内容＆
スケジュール 2020年4月11日(土) 船井総合研究所 東京本社

JR東京駅 丸の内北口 徒歩1分
13：00～16：30（受付12：30～）

住宅塗装で1.5億円を達成するの３つのポイント

13：00

14：00

～

第2講座
14：00

14：40

～
第３講座
14：50

15：50

～

第１講座
16：00

16：30

～

第１講座

創業3年で1.5億円を達成できた職人親方のヒストリー

月40件を集客する「スマホWEBＸ看板店舗」のポイント

まとめ講座

創業3年で1.5億円を達成できた塗装親方ヒストリー

ポイント①
ポイント②
ポイント③

ポイント①
ポイント②
ポイント③

ポイント①
ポイント②
ポイント③

ポイント④
ポイント⑤

職人親方の地域一番店への道セミナー

下請け会社から元請け会社になる理由とは？
売上を1.5億円まで伸ばすために必要な戦略とは？
年間6000万円の粗利を出すノウハウを大公開

創業3年で1.5億円になった塗装親方とは？
月40件の見積を集めるために行った集客術大公開
激戦区でも勝てる70％の成約率を達成できる秘密とは？

知っている人だけが集客できるスマホＷＥＢＸ看板店舗の秘密とは？
ＷＥＢ初心者でもわかる20件集めるための秘訣とは？
1件あたり2万円で集められる集客術大公開

右記のQRコードを読み取っていただきＷＥＢ
ページを拝見してお申し込みくださいませ。
ＷＥＢページにはもっと詳しい内容と
特典が付いておりますので、ぜひご覧ください。

検索

前職で二級建築施工管理の取得し、新規営業を中心に従事する。それを活かした「現場主義」でコンサル
ティングを行う。
クライアント先だけでなく地域の発展を大切にすることをモットーに、日々、経営者の悩みをポジティブに解決し
て業績アップを目指す。

リフォーム支援部 チームリーダー チーフ経営コンサルタント 中屋貴之

中村一徳氏ウォール株式会社 代表取締役
名古屋市港区にて創業、2名で独立し2016年に法人化しました。
もともとは下請け中心として事業を行っていましたが、単価の安さ・元請けに足元を見られていることに嫌気がさ
て元請け化を決意。大手塗装会社が多い名古屋市で、人材を採用せずに1年で年商1.5億円まで
売上をあげることに成功

東海 聡大リフォーム支援部
外壁塗装専門のコンサルタントとして全国の外壁塗装会社にコンサルティングをおこなっている。
主な得意分野はWEB集客と中心としたマーケティングである。
現場に強いコンサルティングが特徴であり、戦略だけでなく実行支援もやりきれるまで徹底的に支援をする。

グループマネージャーとして、塗装業界・リフォーム業界のビジネスモデル開発の責任者としてを従事
外壁塗装会社を地域一番店化するビジネスモデルの開発をして、全国７0社の地域１番店化を推進している。
ＷＥＢ集客、ショールーム開発、営業の即戦力化を軸に、外壁塗装会社の地域1番店の成功事例も多く輩出している。
外壁塗装会社のサポート企業先は、年商１憶～年商30憶と規模感は幅広い、トータル的にサポートを実施している。

リフォーム支援部 グループマネージャー シニア経営コンサルタント 久山 勇人

平均単価100万円を超える高単価奈屠蘇うを受注できる秘訣とは？
粗利率40％を達成できる値引きなしでも受注できる秘訣とは？

船井総研 塗装



開
催
要
項

日時・会場

受講料

お申込方法

お振込先

お問合せ

東
京
会
場

2020年 4月11日（土）

㈱船井総合研究所 東京本社
〒105-0014
東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階

開催
時間 13：00 16：30 （受付12：30より）

開始 終了

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。

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

※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願い致します。
●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
● 万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、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、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記
申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日および無断欠席の場合は、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。

下記口座に直接お振込下さい。

《お振込先》 三井住友銀行（0009） 近畿第一支店（974） 普通 No.5785071 口座名義：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

お振込口座は当セミナー専用の振込先口座となっております。 ※お振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

株式会社 船井総合研究所

TEL：0120-964-000 （平日9:30～17:30) FAX：0120-964-111 （24時間対応)

●申込みに関するお問合せ：指田（さしだ） ●内容に関するお問合せ：中屋（なかや）

ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

職人親方の地域一番店への道セミナー FAX：0120-964-111
お問い合わせNo. S054623 担当：指田

フリガナ

会社名

フリガナ

代表者名

業 種 年齢

会社住所 ご連絡
担当者

フリガナ

役職

役職

TEL E-mail

〒

＠

ご参加者
氏名

1

3

フリガナ 役 職 年 齢

役 職 年 齢フリガナ

2

4

フリガナ 役 職 年 齢

役 職 年 齢フリガナ

今、このお申し込み用紙を手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？ 【現状の課題をできるだけ具体的に整理して下さい。】

上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参加される方に限り、無料個別経営相談を行います。（どちらかにチェックをつけてください）

□ セミナー当日、無料個別経営相談を希望する。
□ セミナー後日、無料個別経営相談を希望する。（希望日 月 日頃）

ご入会中の弊社研究会があればチェックをお付けください。

□社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus） □ その他各種研究会（ 研究会）

お申込みはこちらから

WEBからのお申込み
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。

FAXからのお申込み
入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。
お振込いただいたにも関わらず、お手元に届かない場合は、下記申込み担当者までご連絡ください。

ご希望の会場にチェックをお付けください。 □ 【東京・大阪会場】 2000年 00月00日（●） □ 【東京・大阪会場】 2000年 00月00日（●）

※お申込み締め切り 4/10（金）17:00まで

JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分


