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第２回 オ ン ラ イ ン 住 宅 産 業 フェア
住宅 事 業 関 連 支 援サービスのリーディングカンパ ニーが大 集 結

開催
日時

2022.8.25

参加費無料
参画企業

26

10:00-18:00

住 宅 業 界 主 要メディア２社が
１つ のセミナ ー で ゲスト講 師

２会場ＺＯＯＭにて自由に出入りＯＫ

※五十音順
Kizna Japan

社

住宅事業者向けオンラインセミナー

国内最大規模のイベント！
特設サイトにＱＲコードでかんたんアクセス
タイムスケジュール・お申込をご覧ください
ＨＩＦ運営事務局連絡先

sr@re-feed.jp

hif-online.com

06-6885-4880 ※先着順の受付となっております。定員に達した時点で受付を終了致しますのでご了承ください。

Ａ会場参画企業

※各カテゴリーにて五十音順

ゲスト講演

FC/VC

カーサ・プロジェクト
株式会社

住宅業界の明るい近未来
〜レインボーオーシャンを獲ろう〜
新建ハウジング
新建新聞社 代表取締役社長
／新建ハウジング発行人

三浦 祐成

コンサルティング事業部
取締役

資材ショック、集客受注難など厳しい状況が続くなかでも、
見える人には見える虹のような市場・事業モデル「レイン
ボーオーシャン」は存在する。その具体を解説すると共に、

佐藤 共之

櫻井 和真

大田 康之

ゼネラルマネージャー

ユーザーがファンになる住宅商品と
デジタルコンテンツ活用術

「casaの家」を通じて住宅会社の集客・営業・設計・
施工の業務をワンストップで支援します。

原価高騰、粗利減少、顧客ニーズの変化等、住宅業
界が求められる変革に向けて、生産性向上・適正利益
確保の課題を解決できる高規格住宅の仕組みをお伝え
します。

住宅ブランド LIFE LABEL と Dolive は、熱量の高い
ファンに支えられています。なぜファンがつくのか、そ
の秘訣をブランドの強みとともにお伝えします。

集客/マーケティング/営業支援

株式会社コンベックス

株式会社ゴッタライド

代表取締役

吉田 真

代表取締役

美里 泰正

JIBUN HAUS.
株式会社

営業ソリューション部 事業部長

ショウタイム２４株式会社

阿藤 望

今の時代に必要な住宅戦略とは？
新築の集客＆絶対に売れるノウハウ

小さな工務店でも実践できる！
WEB 集客テクニック10連発

工務店特化の営業自動化システムを活用して、お客様に
寄り添った 1to1 フォローを効率的に実現する方法

高精細 CG/VR が集客 UP のカギ
お客様の心をつかむ「WARPHOME」

コロナやウッドショックで変化した 今の 住宅業界で、
大手や競合に勝っていく為に必要な戦略と、直営の工
務店があるからこそわかる、集客・ノウハウをお伝えし
ます。

ゴッタライドは、工務店・リフォーム会社に特化したホー
ムページ集客支援を行っています。1,000 社以上の実
績から得られた、今やるべきカンタンで効果が得られる
集客施策をご紹介します。

営業自動化システム「Digima」は、500 社以上の工
務店・不動産会社様に採用されています。集客から来
場までのフォローの中で、お客様といかにしてオンライ
ン上で信頼関係構築をしていくのかを解説します。

実物いらずのフル CG の VR なら 24 時間集客できて
経費も削減可能。更にデザイン住宅ブランド「ジブン
ハウス」の建築デザイナーがインテリアなどをコーディ
ネート演出した VR で集客 UP。

集客/マーケティング/営業支援

株式会社
ビズ・クリエイション

株式会社新大陸

株式会社物件王

勝っている工務店の秘密「いま住宅会社集客
の必須・トリプルメディアマーケティング」

新規集客も既存ランクアップも効率化！工務店特化
予約システム「KengakuCloud- ケンガククラウド」

取締役/
ビジネスサイドマネージャー 前島 勇也
不動産仲介からの建築受注率８０％！
工務店が不動産仲介業に取り組むその理由とは

新大陸は SNS 運用、HPや Web 広告を複合的に活用し、
新規客の集客〜見込み客の育成〜お問合せの流れを構
築します。今まで 500 社を超える住宅会社をサポート
する中で確立した実践済みのノウハウをご紹介します。

約 800 社が導入、サービス継続率 99.2％のケンガクク
ラウドは、多くの工務店でHP や SNS 経由の集客アップ
を実現しています。今回その実例紹介やデモを交え、
「明
日からすぐ使える工務店の集客方法」をお伝えします。

工務店が不動産仲介業に参入する理由とは？
たった２年で地域一番店になった成功事例とは？
机上の空論ではなく、実際に店舗を持ち行った " 工務店だ
からこそできる不動産仲介業 " を包み隠さず公開します。

代表取締役CEO

鈴木 宏佳

田村 友一

コスト削減と生産性向上を行う ハイパフォー
マンス＆ローコスト規格住宅 の仕組みとは

DX で効率的に攻略・実現する方法を提示する

株式会社 LIFE QUARTET

取締役

LIFE LABEL & Dolive

年間15,000件の資料請求を獲得する
「casaの家」サブスク型業務支援サービス

FC/VC

取締役

株式会社
ジャパンアイディアホーム

代表取締役

初谷 昌彦

代表取締役

市川 達也

無人でもしっかり成約に結びつく
【無人内見システム】
建売物件・モデルハウスの内見業務を IoT 機器とシス
テムで無人化し、成約まで結びつけます。現地案内が
不要。スタッフの業務効率化はもちろん、新型コロナ
感染症対策にもなります。

お申込・タイムスケジュールは
特設サイトにてご覧ください。

株式会社
リブ・コンサルティング

セールスマネージャー 小平

拓実

契約率2倍、広告費0円を可能にする
「口コミ・紹介」を生み出す3つのポイント
利益率低下が必至の今、顧客からの口コミ・紹介増→集
客・営業契約率向上は必須の取り組みです。SNS 口コ
ミ月間 0 件→100 件、紹介来場数 168％増 etc. 企業
事例とともに口コミ・紹介を増やすコツを公開。

hif-online.com

Ｂ会場参画企業

※各カテゴリーにて五十音順

提案力強化

ゲスト講演

Kizna Japan

株式会社イオグランツ

1000社の取材で分かった他社と
競合せずにリフォームが売れる㊙手法

代表取締役

株式会社 リフォーム産業新聞社
取締役 報道部長
競合が多く、相見積もりになりがちなリフォームビジネスで
すが、やり方次第で他社とバッティングせずに勝ち抜く方法
があるのです。今回、そんな㊙手法をこっそりお教えします。

福田 善紀

山中 健司

株式会社 CLUE

株式会社絆ジャパン

脱炭素推進エネルギー
コンサルタント

名越 大地

後工程の手戻りを最小限に！契約プラン確定段階
までにやっておくべき 3DCAD の活用法とは。

電気を買わない家 停電しない家「ハウジングテッ
ク」国策に準じたスマートハウス開発支援サービス

想定される高性能住宅の標準化を前に、手戻りを少な
くする業務最適化のヒントを！プラン・積算・設計・申
請の全行程を一気通貫！全国 5000 ライセンスのノウハ
ウを持つイオグランツの Walk in home をご紹介

SDGs、脱炭素に貢献できるレジリエンス性能の高い
家づくり、暮らし方の提案を行えるスマートハウスの商
品開発・プロモーション・営業・設計・施工の業務を
ワンストップで支援します。

提案力強化

一般社団法人
日本住宅保全協会

株式会社ネットデータ

株式会社 LIXIL

株式会社あしたのチーム

セールス本部 フィールド
セールス部 コンサルタント

① 担当者育成型オンライン研修「メンテ営業アカデミー」
② 地方でも採れる！採用まるごと代行コンサル

土地なし客の受注率アップを実現！
超 効率型「土地付け営業ツール」土地ＢＡＮＫ

①「メンテ営業」をテーマに実践的な 6 ヵ月集中プロ
グラムで担当者の営業力を UP！
② 媒体選定も募集も説明会も面接も完全まるっと採用
代行！ 地方都市でも採用実績多数。

反響の７割以上が「土地なし客」の状況下で受注を増や
していくには、土地付け営業を効率よく、効果的に行う
かが重要です。土地ＢＡＮＫを活用して、お客様の土地
条件を変えながら決めていく営業手法をお伝えします。

エンドユーザーのインテリアへの関心が高まる中、特に
熱い視線を向けているのはデザイン。ここでは、LIXIL
が独自調査から創出した 2022 年の最新のインテリア
デザインをご紹介します。

深川 真樹

取締役

山本 淳志

加藤 槙之介

【不動産業界の給与の決め方】人材育成と定着
を実現する「正しい成果主義」のあり方とは？
採用難に加えて、高い離職率で人手不足の続く不動産
業界。従業員が働き続けたい会社になる為に、給与制
度を見直しませんか？ 給与への納得 を 人材育成
に繋げる仕組みを具体策で公開します。

業務改善 / 効率化

インベストデザイン
株式会社

代表取締役

高田 悠一

中川 愛梨

安全・効率化だけじゃない。リフォーム成約率
アップも実現するドローン活用法。
ドローンを活用し屋根外装のリフォーム工事受注に繋げ
る秘訣をご紹介。DroneRoofer は屋根外装の点検に
おいて、安全・効率化だけでなく集客・提案にも活用で
き業績向上に寄与できるリフォーム業向けツールです。

業務改善 / 効率化

インテリア事業部 商品開発部
森谷 真樹子
プロジェクトリーダー
エンドユーザーに響く、LIXIL が考える
最新インテリア空間について。

理事

法人事業部 マーケティングチーム

マネージャー

井筒 将文

売上 1.6 倍を実現する、クラウド型住宅
ローン業務支援システムとは？
近年は「リモート文化」が根付いており、テクノロジー
を取り入れていくことが喫緊の課題となっています。本
セミナーでは、クラウド型住宅ローン業務支援システム
を活用し、売上 1.6 倍を実現する秘訣を公開します。

お申込・タイムスケジュールは
特設サイトにてご覧ください。

株式会社ダンドリワーク

株式会社 NEXT STAGE

代表取締役社長

代表取締役社長

加賀爪 宏介

iYell 株式会社

小村 直克

株式会社リフィード

専務取締役

右田 豪一

放置しておくと利益が減少する？！建築業の
インボイス制度をわかりやすく解説！

現場管理のDX化を見据えた
施工管理アプリ活用法

着工してからでは遅かった...施工不備要因
の30％を着工前に改善する手法とは！

新築ビルダー様必見！色仕様打合せの効率化/
ミス削減を実現するビジュアルツール !!

来年から始まるインボイス制度。事業規模の小さい協
力会社さんに影響がありますが、「元請は関係ないから
放置する」という方は必見です！わかりやすい制度の説
明から、元請さんがすべき対策までをお伝えします。

施工管理アプリ「ダンドリワーク」の活用方法はもちろ
ん、建築会社・リフォーム会社が現場管理の DX 化を
考えている企業様必見の新たな現場管理のヒントをお
伝えします。

確認が下りたら即着工！着工したのに仕様が決まっていな
い！ 設計から施工へのバトンタッチの煩雑さが常態化し
ている住宅業界。ツケは施工不備の増加や粗利率の減
少に。着工前に、何を、どのようにすべきかを教えます！

施主満足と業務効率を同時に実現！施主へ楽しく充実した
家づくりを提供！施主がスマホで色や部材決定を行うこと
ができる新しい仕組み。住宅会社様ごとのフルオーダー
で登録するクラウドシステム。差額見積 / 商品プランシー
ト / 仕様書 / 打合せ履歴の自動作成やデータ管理を実現！

hif-online.com

