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＜現状課題＞
リフォーム・リノベーション市場で起きている状況と今後起こり得る状況を合わせて考えていくと様々な課題
が見えてきます。年間100万人ずつ人口が減少していく時代に入りました。しかし実際のところは年間200万
人程の人が亡くなり、年間90万人程赤ちゃんが生まれてくるというのが実情です。人が亡くなるとそこに、相
続が発生し、不動産をどのように取り扱うかという課題が発生します。
人口増加・世帯増加の時代では、何も施策を打たなくてもストックを増やし続ければよかったのですが、これ
からの時代はそうはいきません。2020年～2030年の間に1500万件以上の相続が発生すると言われています。
しかし人口が減少しているので、居住用の不動産を居住用にリフォーム・リノベーションしても余ってしまい
ます。無理にリフォームをしても一般の消費者にはメリットと感じてもらえないかもしれません。
さらにリフォーム産業は参入の敷居が低く、異業種がどんどん新規事業社として台頭してきます。特に大手
ホームセンターや家電量販店等は既にその脅威を地域社会に見せつけており、差別化の図れない事業社は下請
けにまわり、工事会社としてやっていくしか選択肢がなくなってしまいます。

＜対策＞
リフォーム・リノベーション事業で元請を進めていくのであれば、各種の対策が求められます。
集客力・・提案力・・ＷＥＢ・・販売力・・営業力・・法規制・・商品力・・パック・・工事力・・デジタル
対策となる項目を整理して鑑みることで事業をどの様に整理、再構築していくことが良いかが見えてきます。
まずは、各内容について、本研修の前に概要について解説を進めていきます。
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コロナで集客は非常に難易度が上がりまし
た。どの事業社もその中でも出来る手立て
としてＳＮＳやホームページに力を入れ始
めています。
しかし実際のところ、見込み客を獲得する
には、インターネット上で周知告知を進め
ているだけでは「待っている状態」と変わ
りません。選ばれる要素を整理し、視認性
を上げたとしても、＝集客力、には繋がら
ないのが実情です。見込み客を獲得するに
は、地域の市場性・マーケット調査を行う
ことが必要です。その中から精度の高い施
策をいくつ見出すことが出来、実際に活動
を行えるかが鍵です。
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「提案力」とは成約に結び付いて初めて意
味を成します。事業社の皆様が考えている
「提案そのもの」を一度見直して、消費者
が今現在、どんなことを要求しているか考
えていきましょう。
家造りのプロは、家を売るプロではありま
せん。良い家を造る為にこだわるポイント
は、消費者にとって望まれているポイント
ではないかもしれません。特にリフォー
ム・リノベーションは、新築以上にデリ
ケートな分野です。依頼主が住んでいる場
合は、以前の状態から良くなることが最低
限のラインです。しかし、事業社のみなさ
んは消費者が欲している要望を叶える基盤
を既にお持ちです。あとはどう使うかです。
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いいねの数や訪問者数の数が売上に直結す
るならば、ずっとそれをやっていた方がい
いでしょう。でも現実はそうはいきません。
ホームページの多くは、昔の形態から変わ
るタイミングに来ています。
かっこいいホームページは、巷に溢れ始め
ています。どうすればかっこよく見えるか、
その法則に当てはめて制作しているので、
どこの会社も良く見えるようになってきま
した。しかし、それでは消費者はホーム
ページを見て、何で「判断」しているので
しょうか？消費者心理を鑑みてやらなけれ
ばなりません。WEBは創って終わりではな
く、常にカスタマイズされ続けられること
が求められます。WEBに可変性を。
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販売力は、見込客を獲得した後、いかに見
込客のランク度を上げていくか、契約まで
のスピードを上げていくかが問われます。
属人化された販売形態だと、決まった人し
か対応することが出来ずに時間が非常にか
かってしまいます。これは１人でやられて
いる事業社でも同じことが言えます。人数
が少なければ少ない程、「販売力」にテコ
入れしていかなければ時間が食いつぶされ
てしまいます。これからの販売力は「時
間」が重要なポイントです。高効率化を考
えていくことで余剰時間を取ることが出来
ます。消費者要求・顧客満足度もこれまで
の考えとは切り離して、新たな価値観を掌
握しておきましょう。思い込みは厳禁です。



7

販売が点だとすれば、営業は面です。販売
が対顧客毎とすれば、営業は市場全体への
方針です。営業方法が合っていなければ新
たなスキームを創り出すことが必要です、
いわゆる「ビジネスモデル」というもので
す。とくに、リフォーム事業のように、競
合や相見積が多く、逼迫しがちな事業こそ
ビジネスモデルが欠かせません。出来る人
は頭の中にどうやるかの算段がついている
かもしれません。しかし、これからの時代
は誰でも最低限同じように出来ることが求
められるＤＸの時代です。最低基準の底上
げをしておくことで営業力は大幅に改善さ
れます。人がいなくても営業力は上げられ
ます。顧客が営業をしてくれるからです。
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国土交通省の資料では、法規制を実行出来
ていない、実行出来なそうな工務店は全体
の5割近くにのぼるようです。２０２０年４
月より民法改正があり、同年８月には水災
害リスクの説明義務制度も始まり、民法・
建築・宅建と多くの法規制のポイントが出
てきています。今まで一度も訴訟問題に発
展していない会社もこれからは気を付けな
ければなりません。何故なら、これからは
住宅ストックを取り扱うことが増えるから
です。責任の所在がポイントになります。
しかし、ここでは法規制を勉強するわけで
はありません。対処方法を学び、その為に
何をしておくかをお話致します。
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特長とメリットは異なります。特徴には良
し悪しがあり、この場では特長とします。
特長は、会社がこだわっている部分、差別
化の要素とも言える部分です。その要素に
よって得られるものを一部、メリットと言
うことがあります。例えば、家具・インテ
リアをワンストップでセットするのは特長
で、その時のメリットは「ローンに入れら
れる」「家具照明のポジションがピッタリ
合うので後から自分達で考えるよりも住み
やすい」等があります。商品やサービスに
大事なのは「伝える力」であり、特長とメ
リットの整理こそが誰にでも伝えられる要
素になります。本当に消費者にとって「メ
リット」となっているか確認しましょう。
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パッケージを苦手とする業者と、パッケー
ジでまとめて表示してほしい消費者。業者
は地域密着であればあるほど「安く」して
あげようとしますが、消費者は高くても
パッケージ表示で分かりやすい方に惹かれ
てしまいます。せっかく良い家・良いリ
フォームをご提供しているのに非常に勿体
ないことですが、これが市場で起きている
現状です。さて、それでは一体どのように
パック化を進めていけば良いでしょうか？
答えはとてもシンプルで簡単です。
チラシを作りましょう。メニューに見える
ように少し厚紙でチラシ化しましょう。そ
して現況の工事価格を見積で出して、概算
価格とします。問題はパック化した後です。
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リフォーム工事・リノベーション工事で一
番肝になってくるのは何と言っても工事力
です。ここにフォーカスを当てないと受注
がたってきても利益が取れません。今は、
半導体不足・木材不足等、市場的に懸念す
る事項も多々ありますので、先に手を打っ
ておくことが重要になります。
多能工では品質保持は難しいのか。現場監
督は何回も現場に行かなければならないの
か。問題は、たくさんあります。ここでは
工事における自社の問題の見える化を進め
ていきます。今一緒に仕事をしている職人
さん達の施工できる内容。品質とスピード
とサービスと金額のバランス等。職人を育
て工事力を上げ、効率化を目指します。
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大項目、住生活事業のデジタル化対応。こ
れは目の前の仕事をこなしているだけでは
対策を取ることが非常に難しい問題です。
ただただデジタルツールを取り入れれば良
いということではありません。大企業程、
早めに対応している大問題ですが、地場工
務店・地場建設会社も対応が必然的に求め
られていきます。国土交通省の住生活基本
計画ではこの５年で大企業はデジタル化を
100％とする方針ですが、おそらくもっと早
めることが求められてきます。どんなデジ
タル化対応が必要なのか？その根本的な内
容に今回はフォーカスを当てて、その対策
方法について講義します。



❶コンサルティング
事業と経営の両面から支援します。
事業計画・販売戦略から新規事業開発まで支援。
平均２年間の期間で目標達成

❷市場調査・分析・開拓
事業と商圏の整合性を調査・分析。
当社スタッフによる営業同行支援も。

❸広告マーケティング
パンフ・チラシ等の印刷物から
webマーケティングまで
制作・構成・デザイン・
キャッチコピーまで支援します。

❹商品・サービス開発
新築住宅商品（プロト）・分譲住宅商品
リフォームメニュー・リノベーション商品
中古住宅商品 等の様々な商品開発

❺ライフスタイルサポート
住宅内コーディネート及び店舗開発の支援。
ブランド家具を限定価格でご案内
家具設置プランのサポートも1㎡あたり3000円~
照明・カラー・演出も含めトータルサポート

❻講演・研修・講師派遣
大学教授・住宅専門家
海外建築家・建築専門研究員等
ご依頼・ご要望に合わせて斡旋。

❼その他
日々新たに支援を拡大中。
住生活事業・経営に係わる
お困りごとをお聞かせください。

清水英雄事務所が顧問先・会員向けに実施している
住生活事業をより強固に、安定的に推進するために必要な７種の支援

清水英雄事務所
販売なくして、事業なし

and
more

清水英雄事務所
株 式 会 社

清水英雄事務所㈱
〒114-0011
東京都北区昭和町1-9-18
TEL:03-3810-1565
FAX:03-5901-9666
E-MAIL:info@au-shimizu.co.jp



対消費者事業向け研修 企業研修 特別研修

市場調査・分析・開拓研修
集客・イベント研修
広告戦略・販促開発研修
webマーケティング研修
営業マンスマートマナー研修
現場マナーアップ研修
ヒアリング・セールストーク研修
商品・メニュー開発
ライフスタイル・コト提案研修
対法人向け営業提案研修
プレゼンテーション研修

新入社員育成研修
次世代幹部研修
次世代経営者研修
コーチング研修
企業別研修開発相談
営業シリーズ研修
人の動かし方・管理者研修
新規事業開発研修
既存事業改革研修

新・早描きパース研修
省エネ・説明対応研修
設計・プラン研修
外観・外構デザイン研修
インテリアデザイン研修
カラー研修
照明効果・照明演出研修
東京・南青山デザイン研修
六本木・AXIS照明研修
海外視察研修

全体を見渡して「ちょうどいい」「素敵」になるように
デザインの力で「暮らしを整える」

商品 & システム提供

営業支援
デザイン

プラン支援

自給自足技術システム提供

住宅商品シリーズ提供（毎年新シリーズ提供予定）

リフォームメニュー・リノベーション商品開発支援

清水英雄事務所を中心としたコンサルファームで営業支援

自給自足システム提供、及び各種住宅商品提供

消費者購買変化による商品提案の対策としてデザインプラン支援

コンサルファームによる各種営業研修

各種営業支援

ブランド開発

市場調査・分析

営業戦略/販売計画

市場開拓サポート

ビジネスモデル

販促物制作

Web制作

工法は関係なく使うことが出来ます
POINTは市場要求に適応した商品

商品があっても売れなければ意味がない！
未経験者でもすぐに受注が取れる仕組み

動ける人材がいなくても、人が集まる仕組み

間取り・プランサポート

照明器具・照明効果・カラー

家具・インテリア・雑貨・ファブリック

プレゼンテーションにコト提案搭載

住宅内コーディネート

店舗・SHOP開発

既存住宅商品にインテリア・家具搭載

動画制作・スタイルブック制作

コンサルティング

事業開発・事業改革

自給自足システム提供、及び各種住宅商品提供

地域性・市場性・企業風土に合わせた
コンサルティングで企業機動力活性化

オリジナル商品開発事業・企業コンサル

事業承継

商品開発コンサル

営業・販売コンサル

店舗経営コンサル

事業開発コンサル

人材育成コンサル

次世代経営コンサル

市場開発コンサル

各種コンサル

既存事業改革・新規事業開発・海外事業開発
事業コンサル・企業コンサル・事業開発
各種商品開発・各種システム開発
営業支援・営業研修・間取りプランサポート
インテリア・家具・ライフスタイルサポート
技術支援・エネルギー計算・各種申請
販促開発・販促支援・販促物提供
営業ツール・パッケージ提案
人材育成サポート・事業承継・経営者育成


