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パートナー型の経営で
独自性の確立や生産性向上を実現

新潟家守舎（新潟県新潟市）の小林紘大さんは、年間受注３棟～20棟の地域
工務店に限定し、設計・施工やブランディング、営業・集客などさまざまな業
務を “伴走型 ”で支援する「工務店のパートナー」としての事業を展開して
いる。住宅の価格高騰や職人不足など住宅市場が厳しさを増すなか、地
域の工務店には、業務効率化や生産性向上を図りながら、自社の家づくり
の独自性（特色・武器）をこれまで以上に強く打ち出していくことが求めら
れている。
工務店に勤務し「設計や現場管理をはじめ、あらゆるポジションの実務経
験がある」という小林さんは、人材や資本力などリソースが限られている
工務店が、生産性が高く独自性のある経営や家づくりを行っていくため
に、志を共有する外部パートナーに技術的な支援を求めたり、一部の業務
をアウトソーシングする形を提案。実際に、地元新潟を中心に、工務店の
ブランディングや営業・集客を担ったり、高性能化の技術的アドバイスを行う
などして成果を上げている。生活者のニーズや市場の変化を見据えて、外
部パートナーとしての小林さんと連携しながら、自社の家づくりや経営の
特性を生かした事業を展開する工務店の事例を追った。

新潟家守舎の小林紘大さんは10月28日開催の
「工務店ミライセッション／スモールエクセレントを
貫くためのパートナー型工務店経営」で登壇。

詳しくは
コチラ

小林さんがプロデュースしたAg-工務店のオーナーズイベントの様子と同社の大工たち

小林さんが支援するノモトホームズの新モデルハウス・事務所・カフェ（いずれも建築家・泉幸甫さんが設計を監修）とモデルハウス内の和室
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Pickup NEWS  パートナー型の経営で独自性の確立や生産性向上を実現

ノモトホームズ（野本建設）は、建築家の泉幸甫さんが設計監修し
た常設モデルハウスと事務所（本社）を今年４月、同市中央区内に
移転オープン、７月には同じく泉さんが設計を監修した店舗でカ
フェを開業し、家づくりのレベルアップと集客の強化を一体的に
図っている。

設計力を武器に独自のポジション狙う
泉氏監修の新モデルハウスとカフェ拠点に

同社取締役で設計部門
を統括する竹村泰彦

さんは「設計力を磨き、それを
武器にして、価格だけで住宅
の価値を判断しない“穏やか
で丁寧な暮らし”を志向する
人たちとつながっていきたい」
と話す。同社では、今回の移
転前も約17年間、泉さんの設
計による常設モデルハウス
を活用しながら、自然素材へ
のこだわりやデザイン性の高
さを売りに実績を積み重ね
てきた。
　新モデルハウス（延べ床面
積約37坪）では、そういったこ
れまでのコンセプトを踏襲し
つつ、性能を大幅に強化。耐
震等級３（許容応力度計算）
で、断熱はHEAT20・G２レ
ベルのUA値0.34W/㎡K、気
密はC値0.2㎠/㎡を実現した。
さらに、設計段階から新潟家
守舎の小林紘大さんの協力
をあおぎながら、床下エアコ
ン（暖房用）・小屋裏エアコン

（冷房用）と第一種換気によ
り全館空調を行う仕組みを
採用しながら、それを標準化。
竹村さんは「以前から小林さ
んの支援により、エコハウス
講座として設計から断熱材
施工のノウハウ、気密シート
の張り方、第一種換気の仕組
みなどを大工さんも交えて
学んできた」と説明する。
　「高い基本性能を“当たり

前”にすることで、泉さんから
吸収した設計力を、今まで以
上に効果的に生かしたい」と
竹村さん。同社で設計を担当
する25歳の田中優斗さんは、
雑誌で竹村さんが設計した
住宅を見て、「自分が住むな
らこういう家がいい。この会
社なら好きな住宅の図面を
たくさん描くことができるの
ではないか」と入社した人材
だ。竹村さんは、建築の本質
的な魅力を追求していく家
づくりのスタイルが、今後の
市場で優位性を発揮すると
考える。
　一定の価格を超えると“高
性能×自然素材×シンプル”
だけでは訴求しにくくなり、
富裕層に多い「穏やかで丁寧
な暮らし」を好む顧客は、デ
ザインや素材使い、建具など
を含むディテールの各所で
オリジナリティを求めるという。

「泉さんのメソッドが生み出
す空間は、まさにそうした人
たちの求めるものと重なる」
と竹村さん。高額化する住宅
市場で、建築的なアプローチ
を強めながら、独自のポジショ
ンを築いていく戦略だ。
　「プランを出せれば、競合が
いても大半は成約になる」と設
計力に自信を持つ同社だが、プ
ロモーションや集客の面では
課題もあった。それを打開しよ
うとモデルハウス、本社とつな

がる店舗施設としてオープ
ンしたのが「HARUMACHI 
coffee(ハルマチコーヒー)」だ。社
員として専属のシェフ１人と、
バリスタを含むパート３人を
新たに採用。モデルハウスと
統一感のある建物で、新潟県
産の食材にこだわった料理
や厳選されたトレーサビリティ
の確かな豆しか使用しない

「スペシャルティコーヒー」を
提供する。
　同カフェには、平日は30～
40組、週末には50～60組が訪
れる。希望すれば、気軽にモ
デルハウスも見学できる。プ
ロモーションや集客の支援
も行う小林さんは「工務店が
運営するカフェはたくさんあ
るが、なかなかうまくいって
いないのが実情。漫然とやる
のではなく、マルシェなど常
に打ち手を変えながら、新し
いことを試みていくことが重
要」と指摘する。
　竹村さんは、「自然素材に
こだわる当社の家づくりの考
え方と完全にリンクしている
カフェ」とし、「社員全員がハ
ンドドリップでスペシャルティ
コーヒーをおいしく淹れられ
るテクニックを身につけ、新
しいモデルハウスでそれぞ
れがお客様にコーヒーをお
出ししながらコミュニケーショ
ンするといったことも考えて
います」と笑顔で話す。

ノモトホームズ ［新潟県新潟市］

設計力
集客

ノモトホームズ
所在地：新潟県新潟市中央区鳥屋野南3丁
目8-24
設立：1956年
社員数：７人（住宅部門）
新築受注棟数：10 ～ 12棟
新築平均単価：3700万～ 3800万円

建築家の泉幸甫さんが設計監修した
新モデルハウス

ノモトホームズの住宅事例

ノモトホームズで設計を担う竹
村泰彦さん（中央）、田中優斗さん

（左）と新潟家守舎の小林紘大さん

新モデルハウス・事務所（本社）とつながっているカフェ「HARUMACHI coffee
(ハルマチコーヒー )」
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16歳から大工のキャリア
30年以上の社長の

渡部栄次さんを含む大工を
主体とするAg-工務店は、断
熱・気密など高性能住宅をつ
くる技術を武器とする施工
特化型の工務店だ。大工が
現場監督業務の一部を担い、
業者とのやり取りや資材の
受発注、現場での顧客対応な
どをマルチにこなす。棚板な
どの造作については施主の
要望に応じて大工が自ら現
場で判断して対応することも
多い。渡部さんは「技術は当
然だが、うちの大工はコミュ
ニケーション能力が高い。そ
れが当社の工務店としての
特徴だと思っている」と話す。

設計はコラボが基本

　設計に関しては、加藤淳設
計事務所（新潟市）の加藤淳
さんとのコラボが基本だ。「施
工に関するプロという自負は
あるが設計はできない。そこ
はそのプロに任せた方がより
良い家づくりができる」と渡
部さん。そのうえで、施工に徹
する下請けではなく、工務店

（元請け）として事業を行うこ
とについて「下請けだとお客
さんの顔が見えず、やりがい
を感じにくい。お客さんとコ
ミュニケーションしながら良
い家をつくり、喜んでくれる
笑顔を見ることができるのが
何よりもうれしい」と語る。
　無垢の木材や自然素材を
用いる性能・デザインに優れ
た家づくりの方針を加藤さん
と共 有。断 熱 に つ い ては
HEAT20・G１レベルをボー
ダーラインとしつつ、G２レ
ベルが最も多く、壁の断熱は
28Kの高性能グラスウール
を裸で手詰め、天井にはセル
ロースファイバーを300㎜厚
で吹き込む。気密は0.2㎠/㎡
台が標準で、第一種換気を採
用しながら、１階床置きと２
階壁付けのエアコンにより、
暖房・冷房をそれぞれ１台で
賄う。今年から大型パネルに
よる施工を全棟で標準化し
ている。

ブランディング・営業も		
アウトソーシング

　設計に加えて、ブランディ

ングや営業についてもアウト
ソーシング。新潟家守舎の小
林紘大さんがその受け皿と
なっており、小林さんが、プロ
モーション動画の撮影から
ブログやSNSによる情報発
信、オーナー・ファンイベント
のプロデュースまで幅広く手
がける。小林さんは、Ag-工務
店のスタイルについて「大工
の施工能力を最大限に生か
しながら、“周辺業務”をアウ
トソーシングすることで固定
費を大幅に圧縮して、経営的
なリスクを抑えている」とし、

「大工がその力を発揮してプ
ライドを持ちながら、生き生
きと仕事をしていけるモデル
ケースではないか」と評価する。
　小林さんのプロデュース
により、Ag-工務店は「職人に
選ばれる職人」というブラン
ドを打ち出す。小林さんは「栄
次さんの周りにはいつも職人
の輪ができ、みんなが笑って
いるが、実際にOB顧客のリ
ストを見た時に内装や塗装
などとにかく職人さんの多さ
に驚いた」と話す。渡部さん
は「下請け時代から、業種の

Ag-工務店
所在地：新潟県新潟市秋葉区柄目木316-1
設立：2002年
社員数：６人
年間新築受注：８～ 10棟
新築平均単価：3000万～ 3500万円

大工工務店
パートナー経営

Ag-工務店は、新潟家守舎のサポートを
受けながら、さまざまな業務をアウトソー
シングして効率化を図り、大工の能力と
魅力を最大化する家づくりと工務店経営
にトライしている。

高性能住宅の施工に特化し存在感発揮
大工の能力と魅力を最大化
Ag-工務店 ［新潟県新潟市］

違う職人同士がぎくしゃくし
するのが嫌だった。同じ家を
つくる仲間同士ということを
いつも大切にしている。うち
の現場をよく見ている職人さ
んから家づくりを頼まれるの
はすごくうれしいこと」と笑
顔で話す。
　一方で、住宅市場が厳しさ
を増し、さらには資材ショッ
クなどによって住宅の価格
が高騰するなかで、渡部さん
と小林さんは「決して収入が
高いとは言えない職人が、自
らは家づくりに携わりながら、
自分では望み通りの家を建
てられない」状況に疑問を抱
く。そこでAg-工務店では、ブ

ランドコンセプトをさらに突
き詰め、「職人が建てる高性
能住宅」とでも言うべき規格
型の住宅を開発・販売してい
く計画だ。職人だからこそ可
能なセルフビルドを取り入
れた「職人による職人のため
の家づくり」を本気で考えて
いるという。

左：Ag-工務店の渡部栄次社長（右）
と新潟家守舎の小林紘大さん　
右：Ag-工務店の大工たち

Ag-工務店の施工事例。断熱・耐震など性能に
優れる住宅を実現する
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この連載は、正社員３人程度（大工などの職人
は除く）の最少人数で安定した受注を得ている
工務店を取材し、経営手法や人気の秘密を探
る。そこには縮小化する市場のなかで最適化を
図るためのヒントが隠されているはずだ。

取材・ 文　大菅 力工
ナ ノ

務店の経営術
nano
│最少人数で生き残る│

Vol.49

コスパ最強の「普通の家」で
支持を得る

代表の齋藤望さん。営業から設計、施工管理ま
で1人でこなす

スタンダードホーム
○所在地：埼玉県川越市砂久保143-6
○設立年：1981年（住宅事業は2016年ごろより）
○2022年度の売り上げ（目標）：1.3億円
○社員数と役割分担：1人
○使用CAD：ウォークインホーム
○加盟団体：一般社団法人JBN・全国工務店協会

スタンダードホーム		［埼玉県川越市］　
今回は埼玉県川越市にある「スタンダードホーム」の取り組みを紹介する。一見すると同社の手掛ける住宅は既製品の建材や設備を中心に構成した「普通の家」。
その普通であることへのこだわりに成功の秘訣があった。

　「スタンダードホーム」というのは屋
号だ。会社名はエスエス商会という。
創業者は現代表の齋藤望さんの父
親。先代は内装業を営んでいた。業績
はよかったが、齋藤さんは跡を継ぐつ
もりはなかった。間近で見ていてBtoB
の職種特有の取引先への細やかな気
遣いが大変そうだと感じたためだ。
　大学中退後、齋藤さんは父親の取
引先である内装材問屋に就職。仕事
の覚えはよかったが、やがて差別化
要因は付帯サービスしかないという
流通業のあり方が窮屈に感じるよう
になった。

住宅VCを経て独立

　30歳のときに齋藤さんは住宅VC
の本部会社に転職。VCの仕事は楽
しかった。全国を飛び回り、多くの工
務店経営者と交流。成功事例を目の
当たりにするうちに、工務店として独
立したいという思いが芽生えた。父
親の会社の新規事業として起業す
れば初期費用は抑えられる。転職し
て5年が過ぎたころには独立への意
欲が高まっていた。
　ちょうどそのとき仲のよかった群
馬県の工務店の社長から電話がか
かってきた。「現場監督を紹介してほ
しい」という依頼だった。齋藤さんは
思わず「僕じゃだめですか」と返答。
工務店として独立する前に実務経験
が必要だと考えていたため、反射的
に自分を売り込んだ。工務店の社長

はあっさり入社を認めてくれた。
　転職後、齋藤さんは先輩の現場監
督の下に付きながら一から仕事を覚
えた。この工務店の社長は現場監督
上がりで施工品質を重視。職人を大
切にしていた。齋藤さんは監督とし
ての通常業務のほか大工を始め、職
人の手元としても働いた。
　斎藤さんはこの工務店に５年間在
籍。後半は営業を担当した。辞めた
きっかけは東日本大震災。工務店の
受注が減り、独立の潮どきだと感じた。
2011年に齋藤さんは独立。父親の会
社の住宅部門として活動を始めた。

あえて「普通の家」で勝負

　齋藤さんには勝算があった。前職
の工務店の営業圏である群馬県は

工務店王国。地価が安いことから30
歳前後の一次取得層の多くが注文
住宅を選択する。そのため工務店間
の競争が激しかった。大きな工務店
はもちろん、年間５棟以下の小さな工
務店もモデルハウスを持ち、広告宣
伝に力を入れていた。
　一方、父親の会社がある埼玉県川
越市周辺は小さな工務店に元気が
なかった。この状況であれば一定の
認知を得られれば、社員１名の小さ
な工務店でも太刀打ちできる。齋藤
さんはそう考えた。
　もちろん好材料ばかりではなかった。
埼玉県は地価が高いため、一次取得
層の需要は建て売りや中古住宅にも
分散する。注文住宅の需要を正確に
捉える必要があった。齋藤さんは「高
性能な普通の家」というコンセプトを
打ち出した。価格は抑えながらも基
本性能は中の上以上とし、施工品質
にもこだわった家づくり。屋号を「ス
タンダードホーム」とした所以だ。

5年目でようやく1棟目を受注

　目論見と異なり、現実は厳しかっ
た。最初の４年間はまったく受注でき
なかった。ホームページを立ち上げ、
地域のフリーペーパーに広告を出し
たが、反響はなかった。デザイン系の
VCへの加盟も検討したが、高額な費

用に二の足を踏んだ。
　リフォームなどの小工事はやらな
いと決めていたこともあり、その間の
売上はゼロ。齋藤さんには子どもが３
人いた。日々の糧を得るために契約
社員として夜勤の仕事をこなした。
　独立から５年が過ぎたころ、フリー
ペーパーの広告で齋藤さんのことを
知った、独り暮らしの高齢の女性か
ら小ぶりな平屋を受注した。予算は
1000万円。齋藤さんは建て主に提案し、
増額分を自社で負担し、ZEH仕様にグ
レードアップ。齋藤さんの考える「普通
の家」を具現化してモデルハウスとし
て活用しようと考えた。2棟目以降の受
注につなげる大きな賭けだった。
　幸いなことに２棟目、３棟目の建て
主は期間を開けずに現れた。だが１棟
目の持ち出し分が資金繰りに影響。そ
こから２年程度は銀行からつなぎ融
資を受けながら綱渡り経営が続いた。
　そんなときに地域の住宅雑誌「埼
玉での家づくり」と出合う。同誌は
川越市に住宅相談のカウンターを
持ち、記事広告などで付き合いのあ
る工務店を紹介していた。記事広告
の掲載料のほかカウンターからの
紹介で受注した場合、紹介料を支払
う仕組みだ。
　同誌の読者と齋藤さんの家づくり
は相性がよかった。予算が合わない、

1.近作のH邸の外観。費用対効果の高い総2階。片流れの屋根を掛けて南向きの屋根面を最大化して太陽光発電を載せている　2.H邸は2階LDKの逆転プラン。1階に個室を
集めて壁量を増やすことで耐震等級3を取得しやすくなる　3.キッチン脇にはロフトとつながる固定階段。法定の床面積を超える広がりがある　4.キッチンの背後にはパントリ
ー。廉価な収納ユニットを上手く組み合わせている　5.2階のLDKとつながる位置にファミリークローゼットを設けている　6.玄関ホールの様子。断熱玄関ドアを採用。右側は
LDKにつながる階段　7.個室の様子。各室とも収納ユニットを設置。部屋ごとに壁紙の色を変えている
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決まりごとが多すぎるなどの理由で
ハウスメーカーなどと折り合いがつ
かなかった見込み客に齋藤さんの提
案がぴたりと嵌った。同じころにホー
ムページをつくり直してブログにも
力を入れるようになり、問い合わせも
くるようになってきた。雑誌とウェブ
の相乗効果で年間１～２棟の受注を
得られるようになった。

「普通の家」が勝ちパターンに

　軌道に乗り始めたところにコロナ
禍とウッドショックが襲う。さらに円
安とインフレによる資材高騰。住宅
の価格が一気に上昇した。これが齋
藤さんの追い風となった。問い合わ

せが急増し、2021年と今年は４～５
棟を受注。問い合わせは増え続けて
おり、工期が合わない見込み客を今
年だけで５人断っている。
　人気爆発の秘密は費用対効果の
高さ。構造は許容応力度計算による
耐震等級３。温熱は断熱等級６で床
下エアコンを採用。さらに太陽光発
電を６kW程度搭載。この高耐震
ZEH仕様・延べ床面積30坪で2500
万円（税込み）が標準だ。延べ床面積
75㎡以上の住宅は長期優良住宅、そ
れに満たない住宅は住宅性能表示

（設計）、さらにBELSも取得し、耐震
や断熱性能を公的に証明している。
　一方で材料や設備は廉価な既製

品を使用。外観やインテリアなども凝っ
たことはせずに「普通」に徹する。さら
に粗利を15%に留める。これらにより
価格を抑えている。
　「高断熱+太陽光発電」の効果は大
きく、近作では6.5kWを載せて年間
売電金額が12万4068円、年間光熱費
が電気・ガス合わせて12万9104円と
ほぼ同額。ガス乾燥機を日常的に使
用してこの実績だ。
　流行に左右されない質実剛健な
家づくりを志向する見込み客はいつ
の時代もいる。だが見込み客がそう
した家づくりを得意とする工務店を
探し出すのは困難だ。専門知識がな
いため価格と性能、施工品質などの

1.床下エアコンを標準設置。UA 値
0.46 を切ると12畳エアコン1台で全
館暖房が可能。エアコン周辺をショ
ートサーキット防止のために気密化
したり点検口を設置するなど細やか
な配慮も忘れない。冷房は2階に設
置したエアコンで賄う　
2.床下エアコンのカバーを取り付け
た状態。集成フリー板や板材を活用
して安価に製作　
3.ロフト脇に天井扇を設置。暖冷房
を全館に行き渡らせるために正転・
反転を適宜使い分ける　
4.外壁に取り付けられたEVコンセ
ント。オプション扱いだが将来の電
気自動車導入への備えとして建て主
に推奨している　
5.建物下部の断熱は基礎内断熱。ポ
リスチレンフォーム50㎜厚を基礎立
ち上がりに張っている　
6.壁は安価で遮音性の高い袋入りロ
ックウール105㎜厚。耳の部分をテ
ーピングして気密性を高めている。
最近は気密コンセントを併用。窓は
APW330が標準。ガラスは若干、熱
貫流率の低いブロンズタイプの断熱
型を採用　
7.建物上部は天井断熱。天井勾配な
りに袋入りロックウールウール200
㎜厚を施工。建物各部の取り合いのシ
ーリングなどによりC値は0.2〜 0.4。全
棟で気密測定を行って確認している　
8.立平葺きの金属屋根に太陽光発
電を敷設。6kW 程度のパネルを載
せることが多い。光熱費はほぼゼロ
になる

H邸［矩計図］

バランスを見極められない。
　だが時代は変わった。公的なラベ
リングが見込み客に認知されつつあ
るからだ。同社のようにZEHや長期
優良住宅、住宅性能表示、BELSなど
を適宜利用することで大手ハウスメー
カーと同等以上の躯体性能であるこ
とを専門知識をもたない見込み客に
も訴求することができる。
　齋藤さんが手掛ける「普通の家」は
インフレ時代のナノ工務店の勝ちパ
ターンの１つ。齋藤さんは今後、大工
に施工管理の一部を担ってもらうこ
とで、増員せずに年間10棟まで伸ば
したいと意気込む。「普通の家」はさ
らに進化していきそうだ。
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