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３面 ウィズコロナ／集客・営業 地域工務店10社がZoomでバーチャル建築展

４面 ウィズコロナ／経営・顧客対応 オンラインセミナーで工務店支援

６面 ウィズコロナ／短期集中連載 チカラボマイスターが「オンライン接客」解説

７面 ウィズコロナ／建材 全国初、ドア専門の無人ショールームがオープン

事業継続が何より重要
　社長の大澤成行さんは、１年ほど
前から働き方改革のため、社内シス
テムのクラウド化や、カメラを利用し
た現場管理など、テレワークのため
の体制整備を進めていた。コロナ
ショックを契機に、前倒しで実施に
踏み切った形だ。
　大澤さんが重視したのは「事業を
止めないこと」。自宅に何かトラブル
があっても、近くに営業している工
務店がある──生活者に「いざとい
う時の安心感」を与えるのが、事業
継続の狙いだ。
　まず、３日間は全体でテレワーク
を実施。４日目は一度出社してミー

ティングを行い、問題を確認した。自
宅の通信環境が弱い社員には、社用
のポケットWi-Fiを貸し出すなどし
て、本格的にテレワークをスタートさ
せた。

汎用性のあるツール活用
　日常的な連絡や日報の提出は

「Chatwork（チャットワーク）」上で
行う。稟議書の決裁やスケジュール
管理は「サイボウズOffice」で、勤怠
管理には「KING OF TIME（キング
オブタイム）」を利用している。さら
に Google の グ ル ー プ ウ ェ ア「G 
Suite（ジースイート）」のアカウント
を、全社員分取得した。
　導入に当たっては「汎用性のある

ものを利用することを心がけている」
と大澤さんは話す。加えて、利用法
などは、社内システムの構築などを

担当する社内の部署 「サイバーマー
ケティング部」がサポートする。

報告、連絡など日常的なやりとりはChatwork上で行う

［２面へつづく］▶︎

Zoomを使って在宅の社員や顧客と打ち合わせ

　新型コロナウイルスの感染
拡大に伴い、在宅勤務やテレ
ワークの実施が呼びかけられ
ているが、業態を問わず実施率
はまだ低い。そんな中、トミオ（千
葉市）は、緊急事態宣言の発令
に先駆けて、４月３日から会社
全体でテレワークをスタート
した。また、営業活動も継続し
ていくため、生活者向けの見学
会やセミナーもオンラインで
の実施に切り替えている。

テレワーク＋オンライン営業で
ウィズコロナを乗り切る
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　全社的なテレワークの導入に踏み
切ったトミオ（千葉市）だが、電話応
対など、出社する人員も必要だ。同
社では、部署ごとにローテーション
を組み、社内が密閉、密集、密接の

“３密”状態にならない程度の人数が
出社している。
　ポイントは、全ての部署が一人は
出社していること。例えば、顧客から
の問い合わせに、出社している社員
が対応できず、折り返しになると、時
間や手間がかかってしまう。同社社
長の大澤成行さんは「同じ部署の社
員がいれば、すぐに対応でき、顧客
に負担をかけない」と説明する。
　また、各部署で週に一日は、全員
が集まる日を設けている。印刷や捺
印など自宅ではやりにくい業務もあ
るし、外出が減った社員の気分がふ
さぎ込むのを防ぐ意味もある。
　当初、大澤さんは「総務や経理な
ど、本社機能を担う部署の業務に支
障が出る」ことを懸念していた。社内
システムへのアクセスが、テレワーク
では難しいことが予想されたからだ。
最終的に、社内システムへのアクセ
スは、Googleのリモートデスクトッ
プ機能を使うことで解決した。

コロナによる変化「当たり前に」
オンライン見学会は２日間で延べ8000人が視聴

──────────────────────────── トミオ［千葉市］

・普段の連絡や報告に「Chatwork（チャットワーク）」
ファイル共有などもできるビジネスチャットアプリ。日報もチャッ
トワークで提出する

・スケジュール管理や稟議書の決裁に「サイボウズOffice」
サイボウズの中小企業向けグループウェア。稟議書の電子決済は
10年ほど前から導入していた

・勤怠管理に「KING OF TIME（キングオブタイム）」
ヒューマンテクノロジーズのクラウド型勤怠管理システム。指紋
認証もできるが、インターネット環境とパソコン・スマートフォン
があれば利用可

・顧客との打ち合わせに「Zoom（ズーム）」
急速に普及しているWEB会議アプリ。顧客でも利用している人
が増えたため、ストレスなく打ち合わせができているというトミオ社長の

大澤成行さん

テレワークで評価は成果主義に
　テレワークを本格的に導入した結
果、「社員の評価方法が大きく変わっ
た」と大澤さんは話す。以前から、営
業は「顧客一人あたりにどれくらい
の時間をかけたか」を評価指標にし
ていたが、他の部署も、同様の方法
で評価することにした。
　営業だけだった日報の提出を、他
部署の社員にも課し、仕事の内容と
要した時間を、中間管理職が把握。
顧客ごとに報告内容を集計し、標準
的な工程と照らし合わせ、進捗を
チェックする。業務が標準化しにく
いリフォームでも、ある程度はパター
ン化して当てはめる。
　日報に記された仕事量や時間が
正確かどうかの判断や、進捗に応じ
た仕事の割り振り方など、まだ課題
はある。大澤さんは「評価のものさし
を確立するまでは、当面このやり方
を続ける」考えだ。

打ち合わせにはZoom活用
　３月末から、顧客との打ち合わせ
にZoom（ズーム）を導入。今では、
半数の顧客がZoomの打ち合わせに
移行しており、来社していた人も
徐々にオンラインでの打ち合わせを
利用するようになっているという。何
かしらの「実物」が必要な時は、郵送
で対応する。
　見学会やセミナーも、オンライン
での実施が中心になっている。４月

18・19日の見学会では、インスタグ
ラムのライブ機能を利用して、スタッ
フが完成した住宅を案内する動画を
配信。２日間で延べ 8000 人が視聴
し、大澤さんも「なぜ今までやらな
かったのか」と感じるほどの盛況ぶり
だった。
　オンライン見学会やセミナーを始
めてから、月に約30 件だった資料請
求の件数が増加。１日で10件の請求
が来たことも。加えて、遠方からの問
い合わせが増加傾向にあるという。
　営業活動や打ち合わせのオンライ
ン化で「（物理的な）距離の垣根がな
くなった」ことで、多少遠くても気軽
に見学会・セミナーに参加できるよ
うになった。加えて、執拗な売り込み
への不安も非対面によって払拭され
た、と大澤さんは見ている。

影響力を拡大できるチャンス
　テレワーク、Zoomによる打ち合わ
せやオンライン見学会・セミナーは、
コロナショックが収束した後も続け
ていくつもりだ。大澤さんは「コロナ
によって起こった変化は当たり前に
なる」と考え、いまオンライン化に対
応できなければ、生活者から選ばれ

なくなっていくと予想する。
　今後は、オンラインの特性を生か
して、商圏を拡大していくことも視野
に入れている。遠方での家づくりに
ついては、施工を現地の職人や業者
に依頼し、同社は企画・設計に特化
していく構想も描く。「力のある職人
や業者は各地にいるから、図面さえ
あれば問題ない。施工力を企画力、
設計力で補う」（大澤さん）。
　インターネットを利用すれば、世
界中に自社の商品を販売できる。住
宅も、その域に近づいていると考え
る大澤さんは「オンライン化によって
距離の問題がなくなることには、怖さ
も感じるが、より多くの人に影響力を
持てるチャンスだとも捉えている」と
話す。

社内の様子。出社人数は減らしつつ、各部署が１
人は出社しているように調整する

インスタグラムで見学会を配信。「ライブなら画質
よりも扱いやすい機材が良い」と、iPhoneを使った

トミオのテレワークを支えるアプリ・サービス
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静岡木の家ネットワーク

工務店10社でバーチャル建築展
Zoom活用しオンラインで住宅相談

　新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない状況の中、静岡県西
部の工務店や設計事務所などが加盟する静岡木の家ネットワーク（代表理事
＝桑原人彦・桑原建設社長）は４月10 〜 13日と、25・26日の２回にわたり、
会員10社合同で「バーチャル木の家建築展（住宅相談会）」を開き、顧客に直
接対面せずにオンライン（ウェブ上）で各社の家づくりの魅力や特徴をアピー
ルした。

　今回、初めて実施したバーチャル
建築展は、これまで静岡県内の施設
を会場として年に３回、会員各社が
共同で開いてきたリアルの建築展を、
インターネットの仮想空間で再現し
た格好だ。同ネットワーク事務局長
の遠藤龍一さんは「新型コロナの感
染の収束が見通せない中でも、営業
活動や顧客との接触機会を低下さ
せないために、会員で知恵を絞り企
画した」と説明する。
　バーチャル建築展には、浜松、磐田、
掛川市内の工務店10社が参加。ウェ
ブ上で来場者を迎え、住宅相談など
に応じるツールとして、ウェブ会議シ
ステム「Zoom（ズーム）」を活用した。
遠藤さんは「Zoomを使うことにより、
来場者はリアル建築展と同じように
１カ所でいろいろな工務店の家づく
りを見て相談できる。出展工務店側
にとってもリアルと一緒で、複数出展
によって、より大きな集客効果を期待
できる」と話す。
　バーチャル建築展では、来場希望
者が、あらかじめスマホやパソコン、
タブレット端末にZoomをインストー
ル。その上で、事前に案内されたメー
ルや同ネットワークの公式サイト上
に記載されたURLをクリックすると、
自動でアプリが立ち上がり、ビデオ通
話の形式で同建築展（仮想空間）に
入場できる。バーチャル建築展の開
催に当たり、同ネットワークは月額
２万円の使用料がかかるZoomの「プ
ロ」プランを契約。Zoomは無料でも
利用できるが、参加人数や使えるメ
ニューが制限されるためだ。

これまで開催してきたリアル建築展をバーチャル（ウェブ上）
で再現するイメージ

一般へのZoom浸透が課題
　初めて開催したバーチャル建築展
について遠藤さんは「想定よりも来場
者 数 が 少なかった」と振り返り、

「ZoomがLINE（無料通信アプリ）の
ように一般の人たちに広く浸透して
おらず、アプリをインストールする手
間がある。来場者が迎える工務店と
面識がない状況で、仮想空間上でコ
ミュニケーションを行うことにもハー
ドルがあった」と分析する。
　ただ、遠藤さんは「新型コロナウイ
ルスの影響で、仕事の進め方や提案
手法などは今後さらに変化していか
ざるを得ない」とし、「一般の人たちに
ツールなどが浸透していけば、バーチャ
ルでの見学や相談などにも抵抗感が
なくなっていくのではないか」との見
方を示す。

YouTubeライブ配信も
　初日の10日に来場者が伸び悩んだ
ことから、２日目の11日には急きょ、

You T u be
ライブ配信
により「工務
店 10 社 の
ぶっちゃけ
トーク」を開
催。司 会 進
行、スピ ー
カー役を交
代で回しな
がら約４時

間にわたり、耐震、断熱性能やデザイ
ン、坪単価、土地探しのポイントなど、
時に雑談も交えながら、各社の担当
者が熱く語った。
　遠藤さんは「長時間の中継にもか
かわらず、常時20人以上が視聴して
くれていた」と話す。配信した内容は
アーカイブとして保存、公開されてい
るため、映像はいつでも見ることがで
きる。「各社のPR素材として二次利
用できそう」という。

コンシェルジュが案内
　同建築展では、今回は出展してい
ない、同ネットワークメンバーの住設
計室（袋井市）とJIN建築工房一級建
築士事務所（愛知県名古屋市）が第
三者の立場でコンシェルジュ（案内役）
を務め、来場があると、まずはコンシェ
ルジュが要望をヒアリングした上で、
条件にあった工務店を紹介した。こ
れは「来場者に、より気軽に、でも自分
に合った工務店に出会ってほしい」
とリアル建築展でも採用してきた仕
組みだ。ただ、リアル建築展では、出

展各社の会社紹介や事例集などの
資料を自由に観覧できるコーナーも
あり、それを確認して興味を持った
工務店があれば、コンシェルジュを
介さず、直接相談もできる。そのため
バーチャル建築展でも、資料などの
代わりに、公式ホームページ上に各
社が約60秒の動画で家づくりをアピー
ルするコーナーを設け、それを見て興
味を持った工務店があれば、その工
務店に直接相談できる動線を確保し
た。

設計コンペも提案
　リアル建築展で2018年から導入し
ている「設計コンペ」を、バーチャル建
築展でも提案した。複数の工務店に
よるプランを比較したい人が利用で
きるもので、３組まで無料で活用でき
る。希望者が、出展10社の中から最大
４社まで選び、事前に要望や条件な
どを記入した書類を提出。選ばれた
工務店が、それをもとにプランをつく
りコンペに臨む。

同建築展に参加した10社などで実施したYouTubeライブ配信の様子

顧客は自宅に居ながら、Zoomで建築展を見学し、
工務店に住宅相談できる（写真はイメージ）


