
『 ＳＮＳ見込客育成 』プロジェクト

住宅Web営業（エリア制）

株式会社ＣＳＩ総合研究所 代表取締役 大高英則

（略歴）財団法人 公営事業電子計算センター（都庁電算センター）

国土交通省認可 日本木造住宅振興事業協同組合 上席顧問

一般社団法人 建設雇用促進高度職業訓練アカデミー 代表理事

３つの『効果』とは？

❶見込客が自ら相談に訪れる！

❷自社の建物に合う見込客が集まる！

❸見込客が自ら早期契約を決断する！

本プロジェクトは、研修先の『課題整理』から生まれた「問題解決の仕組み」です！

（研修実績：200社以上）

【LINE de 育成】



■課題整理

◆受注棟数（契約率： ％）

目標： 棟/年 実績： 棟/年

◆現状（集客）

❶チラシ ❷ポスティング ❸ブログ ❹DM ❺メール ❻OB機関紙

❼Instagram ❽YouTube ❾LINE

☛展示場／勉強会

◆対策（+育客）

❶アニメ動画 ❷Lｽﾃｯﾌﾟ ❸FB ❹Twitter ❺ＬＰ ❻地域ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ

❼ﾘｽﾃｨﾝｸﾞ広告 ❽FB広告（ﾒﾙﾏｶﾞLP、ｻﾝｸｽLP） ❾メルマガ（動画）

❿現状の媒体にLINE「友だち追加」QRｺｰﾄﾞを設定

☛相談会（『建時診断』で契約率アップ）
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『 ＳＮＳ見込客育成 』プロジェクト

住宅Web営業（エリア制）

SNS配信
LINE自動配信等

× 建時診断
住宅FP☛ﾘｽｸ分析

『効果』を生み出す方法

本プロジェクトは、研修先の『課題整理』から生まれた「問題解決の仕組み」です！

株式会社ＣＳＩ総合研究所 代表取締役 大高英則

（略歴）財団法人 公営事業電子計算センター（都庁電算センター）

国土交通省認可 日本木造住宅振興事業協同組合 上席顧問

一般社団法人 建設雇用促進高度職業訓練アカデミー 代表理事（研修実績：200社以上）

【LINE de 育成】



■ 『効果』を生み出す根拠

✅『住宅資金の話』が『集客と契約』のフックに！

✅施主は住宅資金について、

「何がわからないか」がわからない！

✅「概要」と「事例」を知ると、

『気になること』が生じる！

しかし、すぐには相談に行かない！



■ 『効果』を生み出す根拠

✅２つのことがきちんと伝われば、自ら相談に訪れる。

❶相談員の印象が良いこと

❷素敵な建物を作る工務店であること

問題は、どのようにして、その伝達環境を整えるか？

『住宅Ｗｅｂ営業』が環境作りを支援します。



■『集客問題』

❶自社の建物に合う見込客を集客できない！

❷ＳＮＳ集客に切替中だがうまくいっていない！

❸ＳＮＳからの集客はあるが契約効率が悪い！

❹『先延ばし』により中断する商談がある！

☛『ＳＮＳ配信』が解決！



■『先延ばし』の理由

❶いい条件の土地が見つからない！

❷土地はあるので急いでいない！

❸新型コロナが収束したら考える！

❹子どもの入学時期に考える！

☛『建時診断』が解決！



■『集客問題』の解決策 （ 『ＳＮＳ配信』）

❶アニメ動画（住宅資金＆税金編）の概要と事例を自動配信。

「自分の条件だとどうなる？」等、気になる。

そのタイミングで、Web相談、来店相談を提案！

∴ 【効果１】見込客が自ら相談に申し込みたくなる！

❷自社の特色（建物・人）を随時配信

∴ 【効果２】自社の建物に合う見込客が集まる！



■『先延ばし問題』の解決策 （ 『建時診断』）

「５つのリスク分析」を実施

❶住宅ローン減税＆すまい給付金

❷住宅ローンの将来金利の考え方

❸家賃負担

❹住宅購入と年金制度の深い関係

❺新築と相続税の関係＆住宅資金贈与

∴【効果３】「条件が整っている方は、
早期購入が望ましい！」ことに、

お客様が自ら気付く



【S4】『予約制』面談

【S3】Web相談

『建時診断』ツール

『建時診断』解説原稿

【S5】『建時診断』の解説とシミュレーション

1年後の購入が、２１４万円の “損”

『ＳＮＳ見込客育成』プロジェクト住宅Web営業

『ｱﾆﾒ動画(CM)』 『ｱﾆﾒ動画(予告)』

【S1】友だち追加へ誘導

（16本）
【S2】『SNSｼﾅﾘｵ』自動配信

アニメ動画
（16本）

Web相談、又は予約制面談

★自社商品
に合う良質
客を集める
+αの信

シナリオ配信のイメージ
を確認できます！



リスティング広告

【相談会】

【相談会ＬＰ】

関心



『Instagram』＃ インサイト関心



『ｱﾆﾒ動画(ＣＭ版)』

『ｱﾆﾒ動画(ショート版)』

『SNS配信』アニメ動画（住宅資金・税金編）

『ｱﾆﾒ動画(本編))』

関心

https://youtu.be/b6dqPMc33lE
https://youtu.be/b6dqPMc33lE
https://youtu.be/vuMRldFM99E
https://youtu.be/vuMRldFM99E
https://www.myhome-channel.com/sample/
https://www.myhome-channel.com/sample/


『SNS配信』LINE Lステップ シナリオ配信育成
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『建時診断』解説原稿決断



『建時診断』解説原稿決断



『建時診断』解説原稿決断



『建時診断』シミュレーション
決断

1年後の契約は、ローン減税が４８万円の“損”

契約日 ≦ 2021.09.30、かつ入居日 ≦ 2022.12.31 ☛ 控除期間13年

水色は自動計算

税制改正大綱（2021年度）対応版



『建時診断』シミュレーション

住宅資金贈与：1年後の契約は贈与税 210万円 発生！

非課税限度額 1,000万円 ☛ ゼロ ∴ 210万円 の贈与税

決断
水色は自動計算
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『SNS配信』LINE Lステップ シナリオ配信



『SNS配信』LINE Lステップ シナリオ配信



『SNS配信』LINE Lステップ シナリオ配信

研修受講者にアニメ動画（住宅資金編）１６本を
自動配信する『シナリオサンプル』を進呈！



『SNS配信』LINE Lステップ シナリオ配信

研修受講者にアニメ動画（住宅資金編）１６本を
自動配信する『シナリオサンプル』を進呈！



『SNS配信』LINE Lステップ シナリオ配信育成



『SNS配信』LINE Lステップ 一斉配信



『SNS配信』LINE Lステップ 一斉配信

Ｗｅｂセミナーのご案内

動画のご案内

Ｗｅｂセミナーのご案内

動画のご案内



『SNS配信』LINE Lステップ 一斉配信

大高英則

Ｗｅｂセミナーのご案内

動画のご案内



【S4】『予約制』面談

【S3】Web相談

『建時診断』ツール

『建時診断』解説原稿

【S5】『建時診断』の解説とシミュレーション

1年後の購入が、２１４万円の “損”

『ＳＮＳ見込客育成』プロジェクト住宅Web営業

『ｱﾆﾒ動画(CM)』 『ｱﾆﾒ動画(予告)』

【S1】友だち追加へ誘導

（16本）
【S2】『SNSｼﾅﾘｵ』自動配信

アニメ動画
（16本）

Web相談、又は予約制面談

★自社商品
に合う良質
客を集める
+αの信

シナリオ配信のイメージ
を確認できます！

『住宅Web営業』は、
いかがでしたでしょうか？
ご質問はございますか？



～ 『ＳＮＳ見込客育成』プロジェクト（エリア制） ～

■『住宅Web営業』ｵﾝﾗｲﾝ研修 ※支払期日：研修日の2営業日前

132,000円（税込）/人 （３名以上）

※「建時診断」解説原稿、「建時診断」ツール付、年間保守11,000円（税込）

■『SNS配信』（オプション）

❶『アニメ動画』（マイホームチャンネル）（全16本）（エリア制）

レンタル： 11,000円（税込）/月、初期 55,000円（税込）

❷『Ｌステップ（シナリオ配信）』（オプション）

2,980円（税込）/月～ （１ヶ月無料、契約後3ヶ月解約不可）

☚上記「オンライン研修」で詳細を説明



『住宅Web営業（エリア制）

『オンライン研修会』（有料）を

ご希望方は、こちら！



『住宅Web営業（エリア制）

『オンライン研修会』（有料）を

ご希望方は、こちら！



不易流行

昔ながらの変わらぬ本質を大事にし、時代と
共に変えるべきものは変えていく、このこと
がとてもとが大切だと感じています。

集客から育成に思いを転化して頂き、お客様
に喜ばれながら受注を強化して頂くことを願
っています。 ～LINE de 見込客育成～

◆『ＳＮＳ見込客育成』プロジェクト
『住宅Ｗｅｂ営業』（エリア制）

株式会社ＣＳＩ総合研究所
代表取締役 大高英則

メール：otaka@csi-slab.com

携帯 ：090-3748-1327

ご清聴ありがとうございました。

『住宅Web営業（エリア制）

『オンライン研修会』（有料）を

ご希望方は、こちら！

mailto:otaka@csi-slab.com


■ 「新築すると相続税のリスクが高まる！」その理由とは？

（１）平成27年1月1日の改定、相続税の基礎控除は改定前後でどう変わった？

（事例：家族構成が母と子の場合）

∴改定前：5,000万円＋1,000万円×法定相続人
＝5,000万円＋1,000万円×１人＝6,000万円

∴改定後：3,000万円＋ 600万円×法定相続人
＝3,000万円＋ 600万円×１人＝3,600万円

（２）新築すると「小規模宅地等の特例」が使えないのはなぜ？

（課税価格を80％減額：max330㎡）

∴適用条件：相続人が同居 or 賃貸 or 持家（新築）＆売却3年経過

（３）築35年の建物の相続税評価額は、いくら？

∴ゼロではない。☛再建築価格の2割で下げ止まり。

『相続診断』シミュレーション



土地評価額：1,800万円、建物評価額：200万円

【土地】 【建物】 【現金】 【基礎控除】

■賃貸：特例有： 360 +  200 + 3,040 >  3,600

∴現金が3,040万円を越すと相続税がかかる！

■新築：特例無：1,800 +  200 + 1,600 > 3,600

∴現金が1,600万円を越すと相続税がかかる！

※生命保険は現金に含まれる為相続リスクが高まる。
☛住宅資金贈与等の贈与を提案

■『相続診断』の事例

◎母は１人暮らし、子が「賃貸」で「新築」を検討中！ （子：１人）

母：実家（築30年）

長男：新築

長男：賃貸

『相続診断』シミュレーション


