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特集

「工務店の標準化」
01 会社の仕組みそのものを標準化
 コスモホーム［愛知県名古屋市］

 標準化・生産性向上・利益の好循環を確立 

02 独自の積算プログラムと
	 セミオーダープランで営業を標準化
 すまい倶楽部［福島県いわき市］

 誰でも使えるシステムで新人教育や集客も 

番外編

 標準化のスタートは図面から
 中央グループ［新潟市］

 図面通りの現場づくりが会社を守る

006

008

014

018

025	 ウワサの工務店	探求隊
026	 自分たちで見極め配合した「バランスのいい家」 グラッソ［滋賀県近江八幡市］
030	 良い家づくりの条件は「社員第一」と「適正価格」 ウィズホーム［福岡県古賀市］
034	 木組み専門の建築士と協業し“らしさ”貫く家づくり 家守［栃木県宇都宮市］

仕様・性能だけじゃない！
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040	 「工務店の森」をつくる	 ◉パッシオパッシブ佐藤大治＋編集部
 レインボーオーシャン戦略で新たな市場創造
046	 小さな工務店のストックビジネス最前線＜最終回＞	◉井勢敦史＋編集部
	 vol.17　佐平建設［沖縄県那覇市・宮古島市］

	 リノベ×DIYで小コミュニティをつくる
050	 賑わいを生むストック活用術＜最終回＞	 ◉大菅	力
	 「DIYまちづくりに積極的参加を」

056	 コミュニティービルダーの経営学	 ◉及川洋樹＋編集部
	 vol.25　エコ建築考房［愛知県一宮市］

060	 住まい手に聞く「リフォームの本音」	 ◉大菅	力
	 第63回　断熱改修を行ったマンションリフォーム

［連載］ベンチマーク工務店事例

	 		新連載	
070	 工務店ブランディング徹底解説	 ◉塚本浩史

076	 集客メソッド研究所	 ◉モンタージュ・ライフスタイルラボラトリー
080	 弁護士秋野卓生の法律教室	 ◉秋野卓生
084	 顧客の感性を刺激する！	トレンド×インテリア	 ◉Houzz

［連載］すぐに役立つ Builder's Hack

002	 家＋具｜26　素と白	 ◉小泉	誠
088	 工務店女子座談会	 ◉工務店女子＋編集部
090	 NOBEX工務店トレーニングジム	 ◉野辺公一

［連載］オピニオン

※「［通気×雨仕舞い］	いまさら再入門」は都合により今号は休載いたします
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調査方法	 FAXおよびインターネット
調査期間	 2019年6月7日～13日
有効回答数	 152（うち工務店など住宅会社は132）

［ 右記アンケート調査概要］

「標準化」と聞いてまず思いつくのが、「標準仕様の策定」や「標準化」と聞いてまず思いつくのが、「標準仕様の策定」や「標準化」と聞いてまず思いつくのが、「標準仕様の策定」や「標準化」と聞いてまず思いつくのが、「標準仕様の策定」や「標準化」と聞いてまず思いつくのが、「標準仕様の策定」や「標準化」と聞いてまず思いつくのが、「標準仕様の策定」や
「標準的に備える住宅性能値の設定」など。「標準的に備える住宅性能値の設定」など。「標準的に備える住宅性能値の設定」など。「標準的に備える住宅性能値の設定」など。「標準的に備える住宅性能値の設定」など。
新建ハウジング独自調査アンケートでは、新建ハウジング独自調査アンケートでは、新建ハウジング独自調査アンケートでは、新建ハウジング独自調査アンケートでは、

9割が「なにかしら標準化に取り組んでいる」と回答し、9割が「なにかしら標準化に取り組んでいる」と回答し、9割が「なにかしら標準化に取り組んでいる」と回答し、9割が「なにかしら標準化に取り組んでいる」と回答し、9割が「なにかしら標準化に取り組んでいる」と回答し、9割が「なにかしら標準化に取り組んでいる」と回答し、
うち6割以上が上記2項目の標準化に取り組んでいるという結果が出た。うち6割以上が上記2項目の標準化に取り組んでいるという結果が出た。うち6割以上が上記2項目の標準化に取り組んでいるという結果が出た。うち6割以上が上記2項目の標準化に取り組んでいるという結果が出た。うち6割以上が上記2項目の標準化に取り組んでいるという結果が出た。うち6割以上が上記2項目の標準化に取り組んでいるという結果が出た。

しかし、いきなり「形だけの標準化」を推し進めても会社に根付かせることは難しく、しかし、いきなり「形だけの標準化」を推し進めても会社に根付かせることは難しく、しかし、いきなり「形だけの標準化」を推し進めても会社に根付かせることは難しく、しかし、いきなり「形だけの標準化」を推し進めても会社に根付かせることは難しく、しかし、いきなり「形だけの標準化」を推し進めても会社に根付かせることは難しく、しかし、いきなり「形だけの標準化」を推し進めても会社に根付かせることは難しく、
かえって生産性を下げることにもつながりかねない。かえって生産性を下げることにもつながりかねない。かえって生産性を下げることにもつながりかねない。かえって生産性を下げることにもつながりかねない。かえって生産性を下げることにもつながりかねない。

そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、そこで本特集では、標準化が社内の仕組みとして機能するまでの流れを踏まえつつ、
標準化がもたらした効果を事例形式で紹介する。標準化がもたらした効果を事例形式で紹介する。標準化がもたらした効果を事例形式で紹介する。標準化がもたらした効果を事例形式で紹介する。標準化がもたらした効果を事例形式で紹介する。標準化がもたらした効果を事例形式で紹介する。標準化がもたらした効果を事例形式で紹介する。
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90.2%

工務店業務の

「標準化」
取り組んでいる？

（N=132）

なにかしら
取り組んでいる

9.8%

取り組んで
いない

人材育成における教育関連ツールなどの作成・運用

着工から完工まで全棟統一の工程サイクル設定

実行予算・施工・検査・メンテナンスなどのマニュアル策定・運用

品質管理におけるチェックリストの運用

営業活動における共通プレゼンツールなどの作成・運用

「規格住宅」の開発・販売

標準のデザインコード・設計ルール・納まりの設定

標準価格・標準粗利の設定

標準性能の設定

標準仕様（工法・建材・設備）の設定

どんな業務を標準化している？（N=119）Q.
72.7%

62.9%

39.4%

31.1%

31.1%

30.3%

28.8%

25.8%

17.4%

6.1%
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会社の仕組み
そのものを標準化
標準化・生産性向上・利益の好循環を確立

コスモホーム（名古屋市）は、「コスモスタイル」の名で自社の住宅を標準化する取り組みを、20
年ほど前から行っている。大きさ・価格別のプランを決め、顧客の予算や要望に応じて提案するス
タイルで、営業・設計・施工の全面的な標準化を達成。住宅の規格化をベースに、会社のシステム
やあり方そのものを標準化して経営を安定させ、利益を大きく伸ばしている。

コスモホーム
所在地：名古屋市緑区鳴海町母呂後75
商圏：名古屋エリア
設立：1981年1月
社員：10人
年間棟数：新築25～ 30棟
平均単価：60万円／坪
年間売上：9億円

コスモホーム社長の鈴木岳紀さん

〇顧客ニーズや消費動向を反映させた規格プラン
　「コスモスタイル」確立
　→確立前と比べ、年間棟数・売上ともに約５倍に！

〇営業、設計、施工で組むチーム制を導入
　→マンパワーに頼らず“誰でも利益をあげられる”社員教育が可能に！

愛知
県

名古
屋市

コスモホーム

年間5棟・売上2億円だったのが、
今では年間25棟から30棟、売上9億円にまで成長した
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　コスモスタイルを作り上げたのは、
同社の2代目社長・鈴木岳紀さん。コ
スモスタイルは7種類（2019年5月
30日時点）、規格住宅「木箱の家」の2
種類を合わせた全9種のプランをライ
ンアップしている。価格は2180万か
ら2900万円。全プランをA3用紙1
枚にまとめたものも用意し、誰でも一
目で大きさ（建築面積）と価格を理解
できる。
　営業面ではまず、この価格表をもと
に、顧客の予算、資金計画を探る。仮
に予算が2000万円だとすると、追加
工事はなく、むしろ「〇〇を削ってほ
しい」という引き算の要望が多くなる。

2500万円ならば追加工事が100万
円は発生する、というように、顧客の
予算から受注額の見当をつけていくと
いう。
　つまり、価格に対する追加工事の額
の想定を共有すれば、「誰がやっても
最終的な受注額が想定できる」仕組み
だ。顧客とのファーストコンタクトの
段階で、既に標準化のロジックが適用
されている。

価値観が合えば�
限られたプランでも受注可能

　住宅のラインアップを考える際、鈴
木さんは「顧客が求める標準化」がで

きているかどうかを重視する。価格も
デザインも、消費者のニーズや価値観
と合致していなければ受注には結びつ
かない。
　特に近年は、住宅に対する価値観が
大きく変化した。持家・一戸建てにこ
だわる人は減っている。また一戸建て
であっても、顧客の予算は縮小し、コ
ンパクトな住宅が増えている。
　現在のプランは、こうした状況を踏
まえ、コンパクトなプランが多いライ
ンアップになっている。もちろん、一
度作ったら終わりではなく、消費者の
動向などを踏まえ、随時見直してい
る。

A3用紙1枚にまとめられており、顧客も社員も、これを見れば大きさ（建築面積）と価格が一目でわかる仕組みだ（2019年5月30日時点）

実際に用いる「コスモスタイル」住宅プランのラインアップ一覧
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　そもそも、標準化、規格化された住
宅で、多様な顧客の要望に応えられる
のか、という疑問もあるだろう。小規
模な住宅なら、なおさら要望に応える
のが難しいようにも思える。鈴木さん
はこの問題を「離れやガレージの提案」
でクリア。ガレージは、単に車を置く
場ではなく、趣味を楽しめるようなス
ペースとして捉えている。
　モノの消費からコトの消費へ――
そう言われ続けてきたが、鈴木さんは
「コトの消費も終わりかけている」と
し、「これからは『価値観や感情の消
費』になる」と予測。消費者は、自分自
身の価値観に一致したものを入手する
ようになりつつある、という。
　つまり、限定されたプランしかなく
ても、価値観が合えば受注は獲得でき
るということになる。そのためにも世
の中の潮流やトレンド、ニーズを把握
することは必要。「標準化の中身と顧
客がマッチングするかどうかがカギ」
（鈴木さん）。

“誰でもできる”が�
経営を安定させる

　鈴木さん曰く、「標準化＝明確化す
ること」。同社には営業専任のスタッ
フがいるものの、設計や施工の担当者
であっても、顧客への提案ができるよ
うな、わかりやすい内容でなければな
らないという。
　その理由は、特定のスタッフに依存
しないため。個人の能力に頼っている
と、優秀な人材がいればいいが、退職
等でマンパワーが低下すると、利益や
経営状態にも悪影響を及ぼす。
　社内では、営業、設計、施工のチー
ム制を取る。それぞれ1人ずつ、計3
人を1つのチームとして、適宜社長の
鈴木さんがフォローしながら、1チー
ムが年間10棟を担当する。

モデルハウス。ガレージや離れを造り、限定されたプランでも消費者を惹きつける提案で受注を得る
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ツール充実よりも�
社員教育を

　“誰でも”というと、マニュアルや
ツールの作成が、それを担保する手段
として思い浮かぶのではないだろう
か。しかし意外なことに、社員向けの
マニュアルやツールは、それほど重要
ではないという。
　鈴木さんがそれよりも重視している
のが「教育」。経営者が標準化に取り組
もうと意気込んだとしても、社員がつ
いてこなければ実現はできない。「社
長の提案を実行できるような仕組み」

を社内に構築するための、「社員が学
ぶ時間や機会」が必要だという。
　具体的には、月に1回、鈴木さんと
設計、営業、施工、経理の各幹部が集
まる話し合いの場を設け、鈴木さんの
考えなどを社内に浸透させていく。社
員も年単位で計画を立て、社外の勉強
会や異業種交流会に参加させている。
　また、勉強会と趣旨は異なるが、協
力業者会も、同社の標準化に欠かせな
い組織だ。毎月、現場で起きた問題の
解決を図り、そこから仕様を決めると
いった取り組みを実行している。

協力業者会「コスモワークス」の様子。職人自身に
納まりなどを検討させ、議論しながら決めていく

コスモホームのチーム制度

月1回の幹部会

社長

考えを
幹部に共有

チーム

設計 施工

営業

施工幹部

経理幹部

営業幹部

設計幹部

1チームにつき年間 10 棟担当

各部署の幹部を通じ
社長の考えを
社員に伝える

つまり、年間10棟×チーム数=会社全体の年間棟数
が決まる！
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コスモスタイルの住宅事例。ベースとなるプランは随時見直している。近年は、平均予算が低下していることを踏まえ、小型のプランが多い。お互い近づきすぎず、コミュ
ニケーションも取りやすいという理由から決めた「キッチンとダイニングの距離は3m」など、自社の住宅の「価値」をデザインに盛り込んでいる
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企業理念が標準化の�
中身を変える

　工務店の経営コンサルタントとして
の顔も持つ鈴木さんは、「誰でも成果
が出せ、会社の経営がうまくいくこと
が標準化の定義」と説く。それはすな
わち「会社全体の標準化」であり、「会
社の仕組みづくり」「会社のあり方」を
考えることになる。設計や施工、営業
手法の標準化は「一つの要素でしかあ
りません」。
　会社全体の話となれば、企業理念で
さえも標準化の要素になるという。む
しろ、価格や設計の標準化は「契約後
のロジック」。前提としての理念のほ
うが重要だという。
　鈴木さんの場合、2018年に自社の
企業理念を、創業時以来の「快適な住
環境をつくる」から「子どもの未来をつ
くる」に変更した。子育てのために住宅
を取得する人が多いことを踏まえて、
子どもの人格形成に大きな影響を与え
る親に、家づくりを通じて気づきを与
えたいとの考えから至ったものだ。

　理念、つまり会社のあり方が変わる
と、やり方も変わる。例えば営業では、
新理念の下では、子育てに対する空間
の価値を訴求することが必要になっ
た。そして「お子様をどのように育て
たいですか？」と聞く、という営業ス
タイルに変わっていった。営業のみな
らず「設計や施工、そして経営も、新
しい理念の下で変わった」（鈴木さん）。

利益が出てこそ成功

　標準化が成功したかどうかを見分け
るカギはたったひとつ。それは「利益」
だ。鈴木さんは「利益の出ない標準化
は間違いです」と言い切る。
　平均単価が低下しているので、標準
化して安くしよう――そう考える工務
店経営者も多いだろう。ローコストに
すること自体はいいが、利益率がその
ままでは棟数を増やさない限り、利益
は少なくなる。
　それではだめ、というのが鈴木さん
の考え方だ。平均単価2500万円で、
利益率25％とすると利益は600万円。

平均単価を2000万円まで下げ、かつ
利益率30％を上げられれば、同等の利
益が得られる。これこそが正しい標準
化、生産性向上のあり方だという。
　適正な利益を確保できるというこ
とは、会社を継続できる、サステナブ
ルな経営につながっていく。さらに、
前述の「誰にでも成果が出せる」仕組
みがあれば、事業継承もスムーズにな
る。現在52歳の鈴木さんも、いずれ
は同社を引き継いでいくために、準備
を進めているそう。会社自体の仕組み
を標準化することは、今を改善するだ
けではなく、将来を担う次世代の人々
にとっても多大な利益をもたらす。

事務所やモデルハウス以外に、自然食レストラ
ン「SPOON（スプーン）」、紅茶専門店「Rosie tea 
house（ロージーティーハウス）」を経営しており、
一帯を「コスモスクエア」と名付けている。お昼時
は地元の人でにぎわう

鈴木さんが考える標準化と利益の関係

平均単価
2500万円

単価は下がっても
利益額は同じ

標準化により
利益率アップ

正しい生産性向上
利益率25％
（600万円）

平均単価
2000万円

利益率30％
（600万円）

      平均単価は下がっても

標準化後 会社も発展する標準化前 標準化導入

利益率は
UP!
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独自の積算プログラムと
セミオーダープランで
営業を標準化

誰でも使えるシステムで新人教育や集客も

実務経験者や専門教育を受けた人材を雇用することが多い設計や現場監督に対し、営業は未経
験者を採用することも多く、新人教育が難しい。そんな課題に対し、すまい倶楽部（福島県いわき
市）は、数値の入力や項目を選択するだけの「オリジナル積算プログラム」を開発し、未経験者で
もすぐに正確な見積もりを出せるようになる仕組みを運用。さらにセミオーダー式の全59種ある
住宅プランも組み合わせ、誰でも受注が獲得できるビジネスモデルを構築している。

すまい倶楽部
所在地：福島県いわき市泉町5-8-11
商圏：いわき市内
設立：2002年
従業員数：10人
年間棟数：25棟
平均単価：63万円／坪
年間売上：9億円

〇未経験でも正確に見積もり可能な独自積算プログラム開発・運用
　→新人でもすぐに住宅営業のプロに！
　→価格ロジックが明瞭になり、受注獲得にも貢献！

〇全59種の「セミオーダープラン」設定
　→YouTube活用しプラン動画が自動集客装置にも！
　→営業が楽になり“コト”を提供できる環境に！

福島
県

いわ
き市

すまい倶楽部

すまい倶楽部社長の田子浩彰さん
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　積算プログラムを開発したのは、同
社社長の田子浩彰さん。前職のハウス
メーカー在籍中、同僚が自分で積算プ
ログラムを作っており、それを参考に
して作ったという。2012年に田子さ
んが入社して以来、同社の営業の基軸
になっているプログラムだ。
　Excelの関数を利用したこのプロ
グラムは、1㎡あたりの工事単価など、
原価を算出するための計算式があら
かじめ表として入力されている。どん
な根拠で計算しているのかという「ロ
ジック」は、別シートにまとめて記載。
サッシのシリーズを変更したり、制振
装置などのオプションを追加したりす
る場合は、プルダウンメニューで選択
し直すだけで完了する。
　実際の面積を入力すれば、プログラ
ムが1㎡あたりの単価をもとに自動的
に計算し、トータルの金額を算出して
くれる。そのうえ、営業用の仕様書や
実行予算書も1クリックで印刷でき、
そのまま設計に渡して引き継げる。

　工事単価や使用する建材の価格に変
動があっても、もともと入力されてい
る金額を入力し直せばすぐに対応可
能。仮に全項目を変更したとしても、
かかる時間は1時間程度だ。「商品価
格と違い、面積という数値だけは何年
たっても不変だから」（田子さん）、面
積をベースに計算するプログラムにし
たのだという。
　使い方は「数字を入力するだけ」で、
「どんな人でも2～ 3時間あれば使う
ことができるようになる」。原価を変
更できないようにすれば、顧客が使う
ことも不可能ではないという。「これ
であれば正確な見積もりが出せ、プラ
ンを作るのが楽しくなるので、社員の
モチベーション向上にも効果がある」
と田子さんは話す。

セミオーダー式プランが�
自動集客装置にも

　この積算プログラムを補強するの
が、セミオーダー式のプランニングシ

ステムだ。住宅プランは全59種のラ
インアップ。価格は積算プログラムの
ロジックに基づいて算出されており、
各プランに対応したプログラムもあ
る。
　「セミオーダー」と銘打つ通り、各プ
ランの面積や間取りは顧客の要望に
応じて変更でき、変更があっても営業
はそれをプログラムに入力するだけ。
10分もあれば見積もりは完了する。
　積算プログラムとセミオーダープラ
ンを使った営業の経験を積んでいく
と、「このプランでこの面積ならいく
ら」というように、価格の見当がつけ
られるようになる。
　さらに、金額と図面をセットで、打
ち合わせ中にリアルタイムで顧客に見
せられるため、他社と比較検討されて
いても「先にベンチマークを取れる」
ことも大きな利点。顧客にとってもわ
かりやすい。

営業時に使用する積算入力シート

❶�営業が入力するのは面積など
一部のみ
❷部材やオプションは選ぶだけ
❸ここに総額が表示される

1

1

3

2
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　全プランをCADで3D化し、動画
を作ってYouTubeにアップ済み。同
一プランの積算プログラムと動画は、
Excelを用いた「検索シート」で紐づ
けし、プランのナンバーから即座にプ
ランのPDFを開け、見積もり書や動
画の閲覧もできるようになっている。
　さらに、YouTube上の3D動画は
「自動集客装置」にもなる。Google
アナリティクスで視聴回数や視聴者
の属性、興味関心の範囲を分析する
マーケティングツールとしても機能
している。

コトを売るために
モノとしての商品揃える

　セミオーダープランを導入したの
は、今から3年ほど前のこと。営業を
5人同時に採用したが、ほとんどが未
経験者だったため、「受注獲得を最大

の目的」として作ったという。同時に、
営業用の新人研修マニュアルも作成
し、入社3カ月で住宅営業の現場に立
てる仕組みを整えた。
　セミオーダープランは、まず「モノ
としての商品を揃えた」上で、「営業が
モノを販売できるようにする」ことが
真の狙い。ここに積算プログラムを加
えて「営業に苦労させない」仕組みを
構築することで、「（住宅営業の）入口
になる環境」を整え、入社直後のミス
マッチを防ぐ。実際に「未経験者でも
研修が終わる3カ月後には契約を取れ
るようになった」という。
　社内の業務フローもきちんと文書
化。営業、設計、工事の各部署が、どの
段階で何をやるのかを明確化し、余計
な負担を軽減した。営業はプログラム
で見積もりを作るが、設計は手拾いで
実行予算を作る、というように、専門

性に応じてやり方を変えている。
　田子さんは「個人の経験や知識に依
存すると、人材を採用しても定着し
ない」と考える。特に営業は「設計や
施工に比べて“とにかくお金を稼ぎた
い”という人が多い」ため、新しく入
社した未経験者は、ベテランの仕事ぶ
りを見て「自分にはできない」という
不安を感じ、ノルマなどのブラックな
イメージも相まって、定着率が悪化し
てしまうと分析しているからだ。
　実は同社のコンセプトにも、営業の
意識とのミスマッチにつながりかね
ない要素がある。田子さんが掲げる家
づくりのコンセプトは「男の子目線」。
30～40代の男性で、アウトドアライ
フを好む架空の人物「外遊好男（そと
あそびよしお）さん」をペルソナとし、
書斎やガレージ、屋根裏や小屋などの
キーワードで“外遊さん”を惹きつけ、

セミオーダープラン検索シート。リンクをクリックすると該当プラン
の見積もり書や3D動画に直接飛べる

顧客に渡すセミオーダープラン集より抜粋。プラン内
容や標準仕様、オプションまで細かに解説してある

基本仕様 オプション
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ワクワクする住まいを提供する。
　そんな、いわゆる“コト”を顧客に
提供したいのに、営業が成約数だけを
追い求めると「単なるモノ売りになっ
てしまう」（田子さん）。ノルマのよう
な数値が重視される一般的な営業状態
は、同社にとっては好ましくない。
　とはいえ、未経験者がいきなりコト
を提案するのは難しい。そこで田子さ
んは、プラン作成や見積もりなど、専
門知識や経験が必要、かつ間違っては
いけない部分をカバーできる「コト売
りの前提になるモノが必要だ」との結
論に至ったという。

正しい見積もりは�
「明朗会計」

　システムを構築・運用した効果とし
て、田子さんは「歩留まりの改善」を
挙げる。単に歩留まりが向上しただけ
ではなく「調整もきくようになった」
と田子さん。受注が減った時期でも、
例えばYouTubeの同社チャンネルを
きっかけとした「成約率の極めて高い
顧客」がやってくるため、集客の負担
が大きく軽減されたという。
　セミオーダープランをベースにした
システムは受注獲得にも貢献してい

る。純粋な注文住宅は「全品時価の寿
司屋のようなもの。店を出るまで価格
がわからない」（田子さん）ので、消費
者にとってはハードルのひとつになっ
てしまう。
　それを、事前に価格を設定してお
き、かつ変更が出ても目の前で最終的
な価格を可視化できる積算プログラ
ムのおかげで、顧客もある程度金額の
見当をつけやすい、いわば「明朗会計」
であることが顧客にとっての魅力のひ
とつになっている。実際に、セミオー
ダープランで積算プログラムを使って
打ち合わせを進めていくと、「お客様
は２回ほどで価格の見当をつけられる
ようになっている」という。
　ただし、独自のプログラムと言って
も、肝心なのは価格を正確に計算する
ための計算式とロジック。田子さんは
既にこれらを確立しているため、「今
後はユーザーインターフェースを改善
して、顧客の目の前で見積もりを作れ
るようにしたい」という。

1カ月目

目標「一人で接客ができること、契約プロセスを理解すること」
1週目 初回接客（会社の設計思想を伝える作業）
2週目 着座後アプローチの実践とヒアリング設問の作成、次回アポ取得
3週目 金利計算（融資可能額）、資金計画、建物の特徴
4週目 予算組み立て（資金計画組み立て）、付帯工事、銀行諸費用
成果発表 「接客ストーリーと営業プロセス」

2カ月目

目標「営業チャネル設定」
5週目 自分の得意な客層、会社のペルソナがどこにいるのか考えてみる
6週目 ペルソナを動かす方法の検討（予算20万円以下）
7週目 集客方法発表会と企画選定
8週目 集客企画実践
成果発表 行動量の分析、実際に動けたか？

3カ月目

目標「商談ツール作成」
9週目 自分の強みに合わせた資料を集める
10週目 ツール作成実践とロープレ
11週目 クロージングトーク作成

すまい倶楽部のYouTubeチャンネルキャプチャ

未経験者用の研修スケジュール

すまい倶楽部の
YouTubeチャンネルは
こちら！
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設計≠施工＝点検

契約した性能を保証できない 契約通りの性能を達成・維持！▶

設計図書と施工が違うと…
正しい設計図書を基にして
施工・点検を実施すると…

施工後にトラブルが起きる 安心して引き渡しができる

［ 住宅業界の現状 ］

設計＝施工＝点検

［ 設計図書確認検査を利用 ］

▶▶

契約違反、製造責任を問われる 永く住み続けられる家づくり

▶
▶

▶
▶
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標準化のスタートは
図面から
図面通りの現場づくりが会社を守る

自社の業務を標準化し、生産性を高めよう――そう考えた時、営業、設計、施工と多岐にわたる工
務店業務のうち、いったい何から取り組めばいいのか。その中でも、全ての工程に関わるものがひ
とつある。それが「図面（設計図書）」だ。図面の内容が正しく伝わらなければ、施工ミスや、顧客
からのクレームに発展するリスクもある。工程管理システムや申請代行サービスで全国の工務店
を支援する、中央グループ（新潟市）副社長の木村利明さんは「企業としてのルールに則った図面
を作ること」が無駄を省き、品質向上にも貢献すると説く。

中央グループ
所在地：新潟市中央区美咲町1-4-15
設立：1982年2月
事業内容：�不動産調査、測量、開発設計、登記サポー

ト、設計サポート、建設事業者向け工
程管理システム・各種マニュアルの提
供、定期点検代行、インスペクション

代表：渡辺 邦夫

新潟
市

中央グループ

番外編

左から副社長の木村利明さん、品質管理部課
長の栗原祐介さん
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申請後の変更＝施工不良？

　工務店の現場でしばしば発生してい
るのが「図面と現場が違う」という状
況だ。例えば、瑕疵保険加入時の現場
検査で、図面通りに施工されておらず、
施工不良ではないかとの指摘を受ける
ケースが少なくない。
　木村さんは「検査、申請のための図
面」の存在を問題として指摘する。設
計が確定していない段階で確認申請や
保険の申し込みを行ってしまうのがそ
の原因だという。設計や仕様は「上棟
までに決めればいい」と考えている工
務店が少なからず存在しており、結果
として申請後の変更が常態化する。
　しかし、当たり前だが、申請後の変
更が検査員に伝わることはない。「こ
れでは施工ミスか変更かがわからない
ので、検査の意味がない」（木村さん）。

変更に潜む�
契約違反のリスク

　木村さんは「変更がやたらに多い図
面は問題が起きやすい」ともいう。標
準仕様が確定していない工務店にあり
がちで、変更後の図面を顧客に渡さな
いまま工事が進んでしまうという状況
だ。結果的にクレームを生む原因にも
なりかねない。
　ある工務店の事例では、当初の図面
で梁せいを330㎜としていた。それを
「強くなるから」と360㎜に変更。第
三者検査で当然ながら指摘され、顧客
からは図面通りに修正してほしいとク
レームを受けたという。
　しかも、良かれと思っての変更だっ
たそうだが、梁せいを大きくすると重
量が増え、契約通りの耐震性を担保で
きないかもしれないという事態に。図
面と現場の相違は、契約違反のリスク
も生み出すことになってしまう。

外注先による差が�
生産性を落とす？

　社内に設計者がいない小さな工務店
では、設計や図書の作成を、設計事務
所に外注している例も見受けられる。
しかし実は、外注にも生産性低下につ
ながる落とし穴が潜んでいる。
　図面は、作成者によって書き込む項
目や密度はまちまち。3つの設計事務所
に外注していたら、3パターンの図面が
存在することになる。現場監督や職人
は、作成した事務所によって図面の読
み解き方を変えねばならず、負担は大
きくなるし、施工ミスも起きやすい。
　負担を減らすために外注しているは
ずが、実は生産性の低下を招いている
――これでは本末転倒だ。図面の描き
方は、設計者の経験による部分が大き
く、属人的。標準化するためには「ポイ
ントを押さえて教育しなくてはならな
い」と木村さんは話す。

工事進捗
利益率

仕様の確認に
時間がかかる

（工期） 納期

悩んでいる時間

利益率

建築費用

工事進捗
利益率

（工期） 納期

利益率

ムダやミスが多く最後まで費用が不確定

［ 理想的な工程 ］

プラン通りの見積もり＆設計予定通りの工期で完成！

全て計画時の工程通りに
進み生産性が向上

建築費用

「住宅型式性能確認書」取得で
構造期間について、
サポート費用減、

サポート期間減が可能に

ミス発覚で
補修作業

①企業独自のルール作成
②企業ルール通りに、担当者が設計図面を作成
③設計図書通りの施工現場かチェック ( 検査 ) 実施

設計が確定しない（申請後も図面が
変更される）状態で着工すると、工
程が滑らかに進行せず、生産性が低
下する。着工時に図面が完璧な状態
で揃っていれば、工期の遅れも発生
せず、外部事業者に依頼するサポー
トの費用負担なども軽減できる

［ 問題のある工程 ］

請負契約通りの施工を行うためのフロー
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