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【個人情報の取扱いについて】 タナベ経営では個人情報の保護に努めております。詳細は弊社ホームページ上に記載の「プライバシーポリシー」をご覧ください。なお、ご記入いただいたお客様の
個人情報は、上記のお申込に関する確認・連絡、および弊社発行のメールマガジンや商品・サービスのご案内などをお送りする際に利用させていただきます。

※日程・開催場所等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※ 全6回通し以外で複数回ご参加の
場合は、別途お問い合わせください

第1回全回参加 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

◎1日目／午後開始、2日目／午前終了
ファーストコールカンパニーフォーラム2017

（全国10会場にて2017年6月・7月に開催予定）

経営者・後継者・経営幹部　など

（全6回通し）

1 回

全6回通し

30名様

住まいと暮らしビジネス成長戦略研究会 申込書

FAX  06-7177-4021
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50,000

330,000

株式会社タナベ経営 大阪本部 　〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-3-41  〈TEL〉06-7177-4001  〈FAX〉06-7177-4021

1回目～2回目 3回目 4回目～6回目

osaka@tanabekeiei.co.jp

タナベ経営 住まいと暮らしチーム

コーディネーター

細江 一樹
コーディネーター

種戸 則文
戦略ドメインリーダー

齋藤 正淑
戦略ドメインリーダー

山本 剛史

アドバイザー
常務取締役

中村 敏之

ビジネス成長戦略研究会

住宅・建築・土木・不動産・リフォームに関わる企業様対象

住まいと暮らし
新たなビジネスモデル発見の場

業種・業態の壁を越えたとき、

ナンバーワンへの
道が見えてくる

9月15日 木 ～ 7月7日 金
2016 2017

［開催期間］ 全6回

※ お手数ですが、このページをコピーし、下記宛にご送付ください。

百万円

1
2016年

9/15（木）・16（金）
開催場所：関西

2
2016年

10/26（水）・27（木）
開催場所：北海道

3
2017年

2/1（水）・2（木）
開催場所：福岡

4
2017年

4/25（火）・26（水）
開催場所：東京

5
2017年

6/1（木）・2（金）
開催場所：大阪（予定）

6
2017年

7/6（木）・7（金）
開催場所：未定
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持続的に成長するための
5つのテーマを学べます

▼  自社の価値を理解してもらえる顧客を“育成”する仕組み

▼  「すべては顧客の為に」を企業ミッションとする

▼ 地域に密着するだけでは、勝ち残れない。口コミによる顧客創造

▼  顧客同士が“つながれる”コミュニティの仕組み・運営を構築する

顧客コミュニケーション
ＷＥＢ（バーチャル）とライブ（体感・体験）の
組み合わせにチャンスあり

▼  未来の住宅産業の姿を考え、今打つべき手を考える

▼ 規制に縛られるのではなく、新たなスタンダードを自ら確立する

▼ これまでの業界の垣根を越えた新たな業態の創造が必要

▼ 日進月歩のＩＴ技術を取り込まなければ時代に追いつけない

独自の進化を遂げる
ビジネスモデル
業界の古い慣習・常識を打ち破る

▼  価値感の変化、時代の流れを感じ取るマーケティング手法

▼ マス・カスタマイズ（個別を大量に作る技術）を確立せよ

▼ 個々の“暮らし”を理解しなければ良い提案・良い商品は出来ない

▼ 脱スペック競争のすすめ。“性能”一辺倒の提案では顧客のこころをつかめない

暮らしマーケティング
顧客の変化は企業に「改革」を要求する

▼  １００年続くブランド価値をつくる

▼ 顧客をファン化にする仕組みを構築する

▼ “人こそが差別化の原点”であると心得、人材育成に力をいれる

▼ 地域ブランドを確立するのか、全国ブランドを確立するのか

ブランディング
最強のブランドは市場の
先駆者（パイオニア）であること

▼  不動産価値を高める“リノベーション”と“暮らし価値”を高めるリフォーム

▼ ストックマーケットの活性化は地方創生・地域活性化へとつながる

▼ 自分らしさを表現できる住まい、注文住宅以外の選択肢を提供する

▼ “古いから改修する”ではなく、“暮らし方”にあった、付加価値を提供する

ストックマーケットへの
挑戦
未来にある普通の「コト作り」への挑戦

「1」 ファーストコールへの挑戦
一番最初に選ばれる価値を創る

「10」 経常利益率１０％の実現
真の未来投資はここから始まる

「100」 100年発展
100年先の地図に残る仕事への責任を全うする

ビジネスモデル研究会
を目指す

11
ファーストコール

1010
経常利益率10%

100100
100年発展

事業ライフサイクル20年 社会課題解決時代と向き合う
「事業ライフサイクル20年」。事業は時代とともに変遷し、２０年で大きな節目を迎えます。量の充

足が完了した1970年代は「住まいの時代」。初の世帯数３人割れが始まった1990年代は暮らし

方が問われだした「住まいと暮らしの時代」。そして今、人口減や空き家増、６５歳以上高齢者の

いる世帯が４割を超える「社会課題解決時代」が到来しているのだと考えます。

新たなビジネスモデルを創る ｢変化と成長｣ 
時代と向き合い、新たなビジネスモデルを創る必要がある。これが「住まいと暮らし」ビジネス

成長戦略研究会というプラットフォームを立ち上げた大きな理由です。日本全国の先進･先端

企業の経営者や現場に触れ、志高き経営者仲間が研究会活動を通じて切磋琢磨して

いただくことで、そのヒントを掴みとることが出来るのだと私たちは確信しています。

株式会社　タナベ経営　住まいと暮らしチーム

目指すのは
100年先にも一番に選ばれる企業

暮らし領域（住宅に関連する生活サービス全般）への異業種の参入が相次いでいます。
新たな競合他社の参入で、競争軸そのものが変わり、

従来の事業展開のみでは顧客をつなぎとめることが難しくなっていきます。
これは、エリアNo.1の実績と知名度を誇る企業も例外ではありません。

暮らし領域のサービスを積極的に取り込み、異業種間の
連携・提携も視野に入れたビジネスの考え方が求められています。

住まいと暮らしの新大陸を発見しましょう！
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京都・町家に特化！
築100年の建物をこだわりの
リノベーションで再生する
モノづくり企業
～美しい京都の街並みを未来へつなぐ責任～

代表取締役 西村 孝平 氏
株式会社 八清（ハチセ）

2016年 9月15日（木）京都9

～『異端でメジャー』への道～

異端が異端であり続け
「楽しい暮らしの本質」を
追求する攻めの経営モデル
〈 暮らし体感展示場で共感増幅！！ 〉

代表取締役社長 二木 浩三 氏
株式会社アールシーコア

～頭の良い子が育つ家づくり～

五感が満足出来る
空間が子供を育てる

代表理事 四十万 靖 氏

一般社団法人
四十万未来研究所

～頭の良い子が育つ家づくり～

五感が満足出来る
空間が子供を育てる

代表理事 四十万 靖 氏

一般社団法人
四十万未来研究所

街つくりの
プロフェッショナル集団が
仕掛ける
100年後の街つくり

代表取締役社長 的場 敏行 氏
株式会社 ＮＥＮＧＯ

3 2017年 4月25日（火）・26日（水）東京

ジョンソンホームズの
成長の軌跡

常務執行役員（グループ常務取締役）   

川田 新平 氏

株式会社 ジョンソンホームズ

2016年 10月27日（木）北海道2017年 2月1日（水）福岡10

取締役会長 眞木 健一 氏
MAKIHAUS 株式会社

時代を超えた価値を遺す
わが社のブランディングとは

世の中にない新しい
価値を創造する
社会課題解決を
使命とする大和ハウス工業の挑戦

視察・講演先企業は
現在調整中です

6 2016年 9月16日（金）奈良

2017年  4月25日（火）・26日（水）横浜

2017年 4月25日（火）・26日（水）東京

ご提供
ください

執行役員・技術本部総合技術研究所長

有吉 善則 氏

大和ハウス工業 株式会社

2017年 6月2日（金）大阪8

視察・講演先企業は
現在調整中です

7 2017年 6月1日（木）大阪

第1回

開催スケジュール

第2回

京都

奈良

北海道

福岡

東京

大阪（予定）

未定

未定

2016年  9月15日（木）

2016年  9月16日（金）

2016年 10月26日（水）

2016年 10月27日（木）

2017年  2月 1日（水）

2017年  2月 2日（木）

2017年  2月 2日（木）

2017年  4月25日（火）

　 　 　 　 　 ～

2017年  4月26日（水）

2017年  6月 1日（木）

2017年  6月 2日（金）

2017年  7月 6日（木）

2017年  7月 7日（金）

株式会社 八清（ハチセ）

大和ハウス工業 株式会社

ヤマチユナイテッドグループ

株式会社 ジョンソンホームズ

MAKIHAUS 株式会社

株式会社 スペースRデザイン

有限会社 ゼムケンサービス

株式会社 アールシーコア

一般社団法人 四十万未来研究所

株式会社 ＮＥＮＧＯ

 調整中

 調整中

 調整中

 調整中

第3回

第4回

第5回

第6回

開催地 開催日 視察・講演先
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日本全国のファーストコールカンパニーから学び、自社の実現モデルを発見！
励まし合える高い志を持つライバルがいるから自らも成長出来る。

新しい出会い、新しい視点が
ビジネスモデル発見につながる ヤマチユナイテッドの

多角化成長モデル

代表者 山地 章夫 氏
ヤマチユナイテッドグループ

1 2016年 10月26日（水）北海道

2017年 2月2日（木）福岡12

代表取締役 籠田 淳子 氏
有限会社 ゼムケンサービス

女性力で
建築業を活性化する！
福岡発
ダイバーシティ経営の神髄

2017年 2月2日（木）福岡11

代表取締役 吉原 勝己 氏
株式会社スペースRデザイン

～古くなったビルは必ず再生できる～
オーナーと共にビルをブランド化！
再生請負人が仕掛ける
“ビンテージビル”による地域活性化

2

4

5

2017年6月・7月に全国10会場にて開催する
ファーストコールカンパニーフォーラムへご参加いただけます。
※ファーストコールカンパニーフォーラムの詳細は裏面記載のQRコードよりご覧ください。

FCCF
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各分野を開拓したパイオニア企業への
訪問・トップ講話・現場視察を通じ、 
自社のビジネスモデルの見直しや
経営のヒントに活用いただけます。

顧客コミュニケーションの島

ブラン
ディングの島

独自の進化を遂げるビジネスモデルの島業界の古い慣習・常識を打ち破る

ＷＥＢ（バーチャル）と
ライブ（体感・体験）の組み合わせにチャンスあり

未来にある普通の
「コト作り」への挑戦

最強のブランドは市場の
先駆者（パイオニア）であること

顧客の変化は
企業に「改革」を要求する

株式会社 八清（ハチセ）

株式会社アールシーコア

有限会社 ゼムケンサービス

ヤマチユナイテッド
グループ

株式会社ジョンソンホームズ
視察・講演先企業は
現在調整中です

株式会社アールシーコア

一般社団法人
四十万未来研究所

大和ハウス工業 株式会社

MAKIHAUS 株式会社

株式会社ジョンソンホームズ

株式会社 NENGO

株式会社スペースRデザイン

株式会社スペースRデザイン

株式会社 八清（ハチセ）
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