
※ 急遽、セミナーの内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

トップビルダー経営者が語る、

今年の重点戦略 連発 !連発 !３７
JGBA役員 講 演

会 
 

場

１５：００-１８：００[火]
リアル３０名限定    オンライン同時開催

１月２４日

２ページ目にて今回のJGBAセミナーの内容を詳しくご紹介 !! 次のページへ〉〉〉

ライフデザイン ・ カバヤ紀尾井町ホール

オンラインもZOOMにて同時配信

東京都千代田区紀尾井町３-１２ 紀尾井町ビル１０階

【有楽町線 麴町駅(２番出口)徒歩２分】　

ライフデザイン ・ カバヤ株式会社

取締役社長 窪田 健太郎
百年住宅株式会社

代表取締役 中嶋 雄
アイワホーム株式会社

代表取締役 竹中 徹郎
株式会社リアンコーポレーション

代表取締役 五嶋 伸一
ネクストワンインターナショナル株式会社

代表取締役 遠藤 一平

株式会社マルコーホーム

代表取締役 竹田 憲秀
株式会社丸尾建築

代表取締役 丸尾 幸司
株式会社匠工房

代表取締役会長関 孝治
株式会社オリバー

代表取締役小川 博司

JGBA新役員JGBA新役員JGBA新役員JGBA新役員

WEBお申し込み

はこちら　

JGBAJGBA

創業１２０年　スティーブ ・ ジョブズが愛した

老舗和菓子店 【赤坂青野】 とタイアップ！

「JGBAどら焼き」プレゼント！

リアル参加者には

投影資料をプレゼント！２

１

住 フ ー ラ ムォ宅 経 営 戦 略



不動産仕入れを強化し、２/３を自社建築条件付きに１４

集客は営業マンだけではなく全社員で１５

デジタルでも無駄なことを辞め、アナログでも効果的なことを行う１６

契約率の高い営業マンのみ接客可１７

リフォームは「おうちのクリニック」業態で１８

「事業構造を転換し、新築・不動産・リフォームの３本柱へ」

ネクストワンインターナショナル株式会社

代表取締役 遠藤 一平

「事業の仕組み化と多様化」
追客の仕組みのDX化９

相続登記をフックにした売却、仲介案件の獲得１０

地域サイトからの店舗系リフォーム事業のスタート１１

近隣商店の代理店化スタート１２

生産緑地所有者への提案事業の本格化 １３
アイワホーム株式会社

代表取締役 竹中 徹郎

ライフデザイン ・ カバヤ株式会社

取締役社長 窪田 健太郎

「事業拡大のための戦略展開と向上化」　
在来軸組に CLT 耐力壁をプラスした
CLTハイブリッド住宅の認知度向上及びブラッシュアップ

１

非住宅（特建）事業・CLT FC事業・海外事業が第２フェーズへ突入２

事業拡大のための人事戦略３

新エリア進出で事業展開の拡大４

３Dプリンター住宅の販売促進を本格化５

ベトナム市場でBtoCへ市場展開を強化６

コンクリート住宅のボランタリー展開を拡大７

沖縄エリアでコンクリート住宅の普及８百年住宅株式会社

代表取締役 中嶋 雄

「コンクリート住宅を軸に業態を拡大」

フ ー ラ ムォ

住 宅 経 営 戦 略

１５︓５０～１６︓３０第２部「不動産戦略」

１５︓１０～１５︓５０第１部「事業拡大戦略」



株式会社リアンコーポレーション

代表取締役 五嶋 伸一

福利厚生として社内託児所を設置し業務効率化３２

新築・リフォーム共にゴルフシミュレーターをパッケージ化３３

建売事業をスタート。売却可能な「リアルサイズ展示場」へ出店３４

お客様へLIEN CHAYAで利用可能なポイントを付与し認知度・集客を強化３５

金融機関にて資産活用セミナーを開催。介護施設の建築及び運営強化３６

介護施設のM＆Aを拡大し、経営基盤を強化３７

「事業展開を多角化し、経営基盤の強化」

ガイソー直営店２店舗開設 首都圏激戦区でのトライアングル確立２８

中古住宅の買取再販事業を強化し事業部を立ち上げる２９

人材開発室立ち上げによって採用体制の強化３０

既存商圏内に水回りリフォーム専門店の出店３１株式会社オリバー

代表取締役小川 博司

JGBA新役員

「業態の開発を進め、事業体制を確立する」

顧客満足度の向上（昨年は９４％）２４

紹介率の向上（昨年全受注のうち５２％が紹介受注）２５

現場きれい活動の向上
一般社団法人現場きれい推進協議会の主催する魅せる現場コンテストで日本一を獲得

２６

GWS（グーグルワークスペース）の活用で業務効率化２７株式会社丸尾建築

代表取締役 丸尾 幸司

JGBA新役員

「工務店と競合しない工務店へ」

株式会社マルコーホーム

代表取締役 竹田 憲秀

JGBA新役員

社内マニュアルのアップデート１９

各支店のマニュアル化の強化 クラウドの見直し２０

人事移動２１

OB.OGの向上リサーチからの紹介２２

各支店のブランド作り２３

「社内体制の強化とブランディング」

フ ー ラ ムォ

住 宅 経 営 戦 略

１７︓２０～１８︓００第４部「事業多角化戦略」

１６︓４０～１７︓２０第３部「地域密着戦略」
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地域の工務店・ビルダーが集まり、共に切磋琢磨し合い、

住宅業界を盛り上げるべく発足しました。

会員企業の発展＝住宅業界の発展と捉え、

様々なノウハウを共有し、多角的な活動を行っています。

地域の工務店・ビルダーが集まり、共に切磋琢磨し合い、

住宅業界を盛り上げるべく発足しました。

会員企業の発展＝住宅業界の発展と捉え、

様々なノウハウを共有し、多角的な活動を行っています。

リアル ・ オンラインセミナーリアル ・ オンラインセミナー 会員限定動画コンテンツ会員限定動画コンテンツ 会員限定イベント会員限定イベント

: ０３-６２７７-６３６９���:�����������������
JGBA事務局 担当：田島・三浦

お問い合わせ 〉 〉 〉 ��:０３-６２７７-６０７９　住所：〒１０７-００５２ 東京都港区赤坂３丁目５-５ ストロング赤坂ビル４F

送付先 〉 〉 〉    
〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

※ 個人情報について(一社)日本優良ビルダー普及協会では、ご記入いただいた個人情報を、認定書送付、ご案内や確認するために利用します。 個人情報の利用目的の通知、訂正、削除、利用又は拒否される場合はお問い合わせください。

１５：００-１５：０５ 開会の挨拶

１５：０５-１５：１０ JGBA新役員紹介

１８：３０-２０：３０ 懇親会

１６：３０-１６：４０ 休憩

フ ー ラ ムォ

住 宅 経 営 戦 略

オンライン参加

２回目以降の参加 ： ３万円

初参加 ： 無料

リアル参加

２回目以降の参加 ： ３万円

初参加 ： 無料

JGBA非会員様

オンライン参加

無料

リアル参加

無料

JGBA会員様

参加費

場所

ライフデザイン ・ カバヤ紀尾井町ホール

オンラインもZOOMにて同時配信

東京都千代田区紀尾井町３-１２ 紀尾井町ビル１０階
【有楽町線 麴町駅(２番出口)徒歩２分】　

リアル３０名限定 オンライン同時開催

日時

１５：００-１８：００[火]１月２４日

１５：１０-１５：５０ 第１部  事業拡大戦略

ライフデザイン ・ カバヤ株式会社 窪田社長

百年住宅株式会社 中嶋社長

「事業拡大のための戦略展開と向上化」

「コンクリート住宅を軸に業態を拡大」

１５：５０-１６：３０ 第２部  不動産戦略

アイワホーム株式会社 竹中社長

ネクストワンインターナショナル株式会社 遠藤社長

「事業の仕組み化と多様化」

「事業構造を転換し、新築・不動産・リフォームの３本柱へ」

１６：４０-１７：２０ 第３部  地域密着戦略

株式会社マルコーホーム 竹田社長

株式会社丸尾建築 丸尾社長

「社内体制の強化とブランディング」

「工務店と競合しない工務店へ」

１７：２０-１８：００ 第４部  事業多角化戦略

株式会社リアンコーポレーション 五嶋社長

株式会社オリバー 小川社長

「業態の開発を進め、事業体制を確立する」

「事業展開を多角化し、経営基盤の強化」

創業１２０年　スティーブ・ジョブズが愛した

老舗和菓子店 【赤坂青野】 とタイアップ！

「JGBAどら焼き」 プレゼント！

リアル参加者には

投影資料をプレゼント！

JGBAJGBA

２

１

ご参加者様❷

ご参加者様❶

所在地

貴社名

必要事項をご記入の上、メールまたはFAXで１月２１日　 までにお申込みください。土

〒　　　　　-

ご希望の内容にチェックしてください

□リアル参加　□オンライン参加

□懇親会参加　□懇親会不参加

ご希望の内容にチェックしてください

□リアル参加　□オンライン参加

□懇親会参加　□懇親会不参加

メール

フリガナ

お名前
部署
役職

TEL

FAX

メール

フリガナ

お名前
部署
役職

WEBお申し込み

はこちら


