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　創業から間もなく半世紀。愛知
県岡崎市北部に、強固な地盤を築
いている。小幡省侍社長 （５１）が創
業者である父親の後を継いで代表
取締役に就任して１７年、地域密
着の建設会社として、近年はリモ
デル市場開拓にも力を入れている。
「地域のお客様の、住まいに関す
る仕事ですから、増改築や修理も
手がけていました。リモデルを本
格的にやらなければ、という気持
ちが以前からありました」
　２００９年、本社近くにリモデル展
開の拠点として〔住まいのリフォー
ムアウトレット館〕（以下、アウト
レット館）をオープン。倉庫だった
建物を、それまでの雰囲気を生か
した“住まいのアウトレットショッ
プ”に改装した。
「通りすがりの方も気軽にのぞけ

〔アウトレット館〕を
“地域密着魅力館”にして
“きっかけ”をつくる。

地域密着営業の拠点を
さらに充実させていく。
徳川家康縁の西三河、岡崎市北部で創業以来間もなく50周年を迎える。
住まい関連の分野で幅広く事業を展開し、地域の信頼を積み重ねてきた。
2009年にリモデル営業拠点を開設。順調に業績を伸ばしている。
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小幡省侍代表取締役社長が
リモデル経営を語る。
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る店舗が欲しかったんです。当社
の社屋は見るからに建設会社とい
う固いイメージで、リモデルの相
談には入りづらいでしょうね（笑）。
ある意味、その対極のオープンな
スペースを心がけました。アウト
レット館は、いつでも気軽に電話
してください、店をのぞいてみて
くださいというお店です。こちら
から個別に働きかけるというので
はなく、お客様からの電話やご相
談に即応して“ご提案”するのが当
社の営業スタイルです」

 〔アウトレット館〕は小幡社長の弟
の小幡吉文館長 （４８）の下、初年度
は１億円未満だった年商も、いま
は２億４０００万円に達している。
「それまでは現場監督だったので、

（社長から）館長をやれと言われた
ときは驚きました。以前からリモ
デル工事や修理は大工の経験を
生かせて得意でしたので、施工に
関しては心配はありませんでした。
問題は“リモデル営業”です。地域
にどうアピールしていくか、お客
様にどう接すればいいのか……。
勉強しなければならないことばか

りです」（小幡吉文館長）
　さまざまなリモデル相談
に接するうちに、お客様の

“傾向”も見えてくるように
なった。
「ネットを主とする事前の
情報収集はすごいですね」
　その反面、ネットで見た

“完成形”にお客様が引っ
張られているのではないか
と感じることも少なくない
ようだ。
「“ものづくり”の過程をど
のように説明しながら“お
客様に合った提案”をして
いくか。お客様がイメージ
している“完成形”に少しでも近づ
ける努力はしますが、物理的に不
可能な工事もあるわけで、そこを
納得していただける信頼と提案力
がますます重要になるでしょう」
 〔アウトレット館〕を訪れるお客様
は、５０〜６０歳代が多いという。
「最近は部位を絞って“ここだけ
直したい”というピンポイントのご
注文が増えてきました」
　なかでも「浴室が多い」そうだ。
「なぜか、キッチンのご注文が少
ない。お客様の暮らしぶりや満足
度アップのためにはキッチンの営
業に力を入れなければ」

　成約率の高さには、手応えを感
じている。
「お客様からお声がかかるのを待
っている営業形式ですから、逆に、
お客様の目的がハッキリしていて
決断も早い。ありがたいことに自
然と成約率も高くなります」（小幡
社長）
　母体が建設会社ということで、
住まいに関しては「多様なご注文
に対応できる態勢」が整備されて

最近は、部位を絞った
リモデルを希望する
お客様が増えてきた。

多様なご注文に
対応できるだけの、
“受け皿”の大きさ。

愛知県岡崎市（2013年8月1日現在） 人口  378,767人／ 世帯数  49,762世帯商圏
DATA

㈱小幡建設
http://obatanoie.jp/

代　  表 小幡省侍
創　  業 1965年
資 本 金 1000万円
本　  社 愛知県岡崎市
 東蔵前1丁目5番地10
アウトレット館 岡崎市西蔵前町1丁目6番地14
年　  商 10億円（リモデル＝2億4000万円）
従 業 員 35名（リモデル＝6名）
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いるという点も強みだ。
「“受け皿”が大きいですからね。
その分、いろいろなお客様との出
会いの幅も広がり、仕事も知識も
増えていくということです」
　もちろん、その状況に安住して
いるわけではない。
「“こちらからも声をかける営業”
に力を入れていかなければと考え
ています。例えばグリーンリモデ
ル診断を武器に、こちらから地域
のお客様の潜在需要を喚起してい
くとか。“攻めの営業”のノウハウの
構築も課題です」
 〔アウトレット館〕の当面の目標は

「年商３億円達成」だ。
「受注増と単価アップが必要です
が、それには現在の陣容では難し
いと感じています。早急に、人材
の拡充に取り組まなければなりま
せん」
　必要とする人材とは？
「まずは設計・提案ができる女性。

“女性”に限定したのは、リモデル
提案はやはり女性の感性が求めら
れるからです」
　水まわりの使い勝手など、日常
生活の快適空間づくりに関しては、
女性の得意分野と言える。
「アウトレット館では、設計や見
積りは建築士の資格を持つ２人の

女性スタッフが担当しています」
　さらに「こちらは男性になるか
な」と前置きして、こんな人材も
求めていると言う。
「定年退職をされた現場監督さん。
現場をトータルで見れますし、見
積りを概算できる経験の持ち主で
あれば、お客様の要望に迅速に応
えられますからね」

　広告宣伝に関しては、ホームペ
ージの他、年２回のイベントとその
告知チラシ、毎月発行されるＯＢ
顧客向けの情報紙などがある。
「ネットにおけるホームプロの顧
客満足度は愛知県で上位にランク
されています」
　イベントはＴＯＴＯ岡崎ショー
ルームでの合同フェアと〔アウトレ
ット館〕で１回ずつの年２回開催。
「ＴＯＴＯショールームからは距
離のある、岡崎市北部で地域密着
営業を展開しているので、できれ
ばアウトレット館での単独イベン
トを増やしたいと考えています」
 〔アウトレット館〕の入口には、ド
アがない。
「敷居が低いどころか、敷居その
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㈱小幡建設様の
ご厚意により、
掲載チラシの
サンプルを準備しておりま
す。ご希望の方は巻末の『エ
クスプレス アンケート』に
てご請求ください。

オリジナル 情 報 紙
『木の香のたより』
は発行部数8000部。
㈱小幡建設全体の
OB顧客向けに配布
されている。

入り口にドアがなく
気軽にのぞける
“敷居”の低さ。
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ものがない（笑）」
　住まいに関する商品が、ところ
狭しと展示されている。
「商品を整然と並べると、単なる
ショールームになってしまう。通
りすがりの方に、気軽に出入りし
てもらえるようにと考えたら、こう
なりました」
　リモデル相談のきっかけづくり
の場として、多くのお客様が訪れ
ている。
「もっとも、その場で商品を買っ
てくださる方は少ないですが（笑）」
　ここでの出会いの先には、前述
の“大きな受け皿”が待っている。
「建設会社だからリノベーション
はもちろん、不動産事業も展開し
ているので中古物件を買い取って、
リモデルして販売したり、相続に
からむ土地・建物の処理など、住
まいに関することなら当社でワン
ストップの対応ができます」

　今年９月から〔アウトレット館〕
で、介護用品の販売・リース事業
をスタートした。
「これまでも介護リモデルを数多
く手がけてきましたが、私も介護

ヘルパー２級を取得するなどして
勉強を重ね、専門知識を生かした

“広くて深い受け皿”づくりの第一
歩を踏み出したわけです」
　規模の大きなバリアフリーリモ
デルや、不動産部門との連携によ
る土地・建物資産の活用など、将
来の需要開拓も視野に入っている。
「チラシ配布も当社周辺の約５０００
世帯に絞り込むなど、地域密着を
徹底しています。エリア内には築
３０年の約１０００世帯の戸建住宅団
地もある。バリアフリーやリノベ
ーションを含めたリモデル潜在需
要開拓地として申し分ありません」
「今後は、これまでお付き合いの
なかった“顔を知らないお客様”が
増えていくでしょう。そうした新
たな顧客層をいかに、リピートに
結び付けていくかが問われている
と思います。アウトレット館がこ
れまで以上に地域のお客様を呼び
込めるように、さまざまな形で存
在をアピールしていきたいと考え
ています」（小幡館長）
「消費税増税後、つまり駆け込み
需要がひと区切りついた３年後以
降の住宅市場の動向がどうなるか。

“リモデル”が住宅関連事業のなか
で、より大きな比重を占めると思
っています」（小幡社長）

消費税増税後の
市場動向に備えた施策を
整備しておきたい。

ドアをなくして気軽に出入り
〔アウトレット館〕は「ショールームよりさらに“敷居”を
低くしよう」と、入口にはドアがなく、住宅関連商品や生活
雑貨などを自由なイメージで展示。

施工上の制約もわかる提案を
ネットでの情報収集に熱心なお客様のなかには画面上の“完
成形”に固執して、“施工上の物理的制約”を知らない方も。
そこを納得させられる“提案”が重要。

“大きな受け皿”が当社の強み
母体が建設会社なので、修理からリモデル、新築まで多種多
様な注文に対応できる態勢が整備されている。その“大きな
受け皿”がリモデル営業でも強みに。

消費税増税後の需要開拓に備え
介護用品の販売・リースを開始するなど、消費税増税前の駆
け込み需要が終わった後のリモデル市場開拓に向けた施策の
展開にいまから取り組んでいる。
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住まいのリフォームアウトレット館（下2点も）


