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会 員 企 業 の 新 し い 動 き

昨年ジェルコに入会した宇都宮の三栄不動産㈱
は、昭和 39 年創業で地元の老舗中の老舗不動産
会社だ。同社の石塚雅一社長は三代目で、今現在、
ジェルコのドクターリフォーム・サンセイの山口
弘人社長と連携して、新しい形の「中古＋リフォ
ーム」の市場開拓をはじめている。昨年築 50 年
店舗（床屋）を三栄不動産が買取り、ドクターリ
フォーム・サンセイでリフォームした物件を皮切
りに、賃貸用途のリフォーム２軒、販売用中古リ
フォームなどをこの１年間に行ってきた。いずれ
も土地・建物は三栄不動産、リフォームはドクタ
ーリフォーム・サンセイという形で仕事をシェア
するというビジネスモデルにチャレンジしてい
る。ご存知のようにドクターリフォーム・サンセ
イはジェルコリフォームデザインコンテストでも
度々入賞している会社。一方三栄の石塚社長は、
地元ではフットサルチーム「三栄不動産ＦＣ宇都
宮」のオーナーとして有名。昨年見大会で７年連
続８度の優勝を飾っている。デザインとフットサ
ルの異色の連携がスタートした。

国では今後の住宅施策でも住宅ストック対策と
して「リフォーム＋中古住宅流通」の活発化が大
きな目標となっているが、実際の市場では我々リ
フォーム業界と中古住宅流通を行う不動産業界と
の連携がほとんど進んでいないのが現状だ。中古
住宅を早く手離れよく売りたい不動産業者とデザ
イン・性能を満載して利益を上げたいリフォーム
業者。両者の間にはリフォーム対する考え方も仕
事の進め方にも、なかなか埋められない大きな溝
があるのだ。

三栄不動産の石塚社長は、そうした業界の違い

を知っているからこそ、「ただ客を紹介するだけ
のビジネスではなく、今後リフォームを地域社会
の中でどう取り組むか、というのが２人のテーマ
です」と目的を語る。この１年間進めてきた３棟
の「中古＋リフォーム」はそれを具現化したもの
だと説明する。同社は過去には分譲住宅の開発を
はじめビル建築まで手広く展開していた会社だ
が、現在は不動産が中心となった。最近は中古住
宅の売買が増えてきていて、リフォームへの対応
も迫られているのだ。建設業許可を持っていたの
で多少の手直し程度はやっていたというが、本格
的なリフォームは、難しい、保証問題など不動産
業者としては真剣に取り組めなかったわけだ。

ドクターリフォーム・サンセイの山口社長とは
高校時代の同級生という間柄。お互いに親から会

新築に勝てる「中古+リフォーム」を

栃木で「中古+リフォーム」会員同士が連携

ドクターリフォーム・サンセイと三栄不動産でビジネスモデルを模索

両社が初めて連携した「中古＋リフォーム」
はモデルルームに
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社を引き継いでそれぞれの業界で過ごし、たまに
同窓会で会う程度だった。数年前、山口社長が宅
建業を始めたことで、その後「一緒に何かやろう」
と始めたのが、お互いの専門を生かした「中古＋
リフォーム」だった。

具体的にはまだ３棟だが、その取り組みは 10
年後、20 年後の地域の姿を想定している。石塚
社長は、「宇都宮は空洞化が進んでいる。街中は
古い家ばかりで住みたがらない。そんな場所に住
んでもらうためには、中古を買ってもらって魅力
あるリフォームをすることが一番だ。カッコよく
コストを抑えて、そういう例をまず何軒かつくら
ないと話になりません」と語る。地域の中古住宅
流通では価格も大切たが、そこに住みたくなるよ
うな建物の魅力作りが必要ということだ。昨年の
１棟目の事例では見に来た同業者から「オシャレ
になった。三栄さんのイメージが変わった」と評
判になった。リフォーム業界で当たり前のことが、
不動産業界では差別化となり注目を集めるのだ。

また問題点も明らかになった。「２軒目、３軒
目をやるとき、お客さんがいない状態でやるので
対象が分からないリフォームをしていく。これが
結構難しかった」と石塚社長は反省する。通常の
リフォームではお客さんの要望や好みに合わせて
提案ができるが、誰が買うか分からない家を売る
側の思い込みでやっていいかという疑問だ。一方、
不動産業者の一般的な窓、キッチン、風呂等のリ

フォームではどこでも同じで「個性がない」とい
う。不動産業界は、今ネット普及で不動産情報が
全国どこでも見られるようになり、価格訴求以外
客を惹きつけるものがなくなってきたと言われ
る。その中で石塚社長は、ドクターリフォーム・
サンセイのセンスのよさとデザイン力との共同作
業で、地域の同業他社との差別化を進めようとし
ているのだ。また、「中古＋リフォーム」のまだ
見えない顧客に対しては、長年地域に密着してき
ただけに不動産の地域特性をしっかり把握してい
る。「中古＋リフォーム」では、費用対効果的に
新築住宅が常にライバルだが、今後の展開に両社
は勝算があるようだ。

石塚社長は、中古住宅の売買について次のよう
に語る。「不動産は手離れが早い商品の利点は利
益が上がることなんですが、営業スキルは全く上
がらない。その点で中古住宅の販売は意外に難し
いのです。経験や知識がないとリフォームの提案
もできない」という。逆に言えば、そうしたノウ
ハウがあれば、差別化できるしネット情報にも勝
てると感じている。

具体的な「中古＋リフォーム」の商品作りで
は、30 代～ 40 代の共働き夫婦が買える価格帯の
1000 ～ 1500 万円を目指している。栃木県の中古
市場では 50 ～ 60 坪で築 20 年以上の物件の市場
だ。これらの中古住宅をリフォームして、築 15
年以下の高い価格帯の中古以上に魅力あるもの作
り変える。「500～600万円掛けてリフォームして、
あと 15 ～ 20 年住める家を買ったほうがいい」と
客に訴えていきたいという。栃木では、新築 25
坪の家と比較すると、これらの中古では同じ金額
だったら家が 35 ～ 40 坪、土地も３割増しの物件
が買えるというのだ。1,000 ～ 1,500 万円で土地
建物を購入してリフォームに 500 ～ 600 万円掛け
ても総額 1,500 ～ 2,000 万円前後。ローンの返済
もらくだ。

石塚社長は「今のお客さんを見ていて思うのは、
子供がいない夫婦が多い。その人たちは新築を買
っても 20 年後建替えやリフォームするという選
択肢がないような気がします。50 年持つ新築を

二人でタッグ組んでと語る石塚氏（左）と山口氏（右）
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作ってもらうのはありがたいのですが、使わなく
なったらもったいない。それだったら中古のリフ
ォームでも十分満足できると思います」と言い、
今時の空き家対策にもつながると説明する。あと
はどう魅力ある商品「中古＋リフォーム」を作っ
ていくかだ。

また両社の連携スタイルについて、「リフォー
ムやってますねと聞かれるのですが、私はドクタ
ーリフォーム・サンセイさんでやってもらってい
ると説明しています。三栄は不動産、ドクターリ
フォーム・サンセイはリフォームと餅は餅屋で
別々にやる。仕事がくればそのつどやねという、
ゆるい関係がいい。逆に関係をきつくすることは
ない」と語る。むりやり目標を設定したり、わざ
わざ買取再販的な商品を作る必要はないという考
えだ。空洞化する地域に若い人たちの居住を増や
したいという大きな目標もあり、信頼関係が今回
の連携の原動力だろう。

一方、ドクターリフォーム・サンセイの山口社
長は、今回石塚社長と一緒に仕事するようになっ
て、宅建業界の横のつながり、情報の広さを実感
した。また、ある宅建業界のセミナーで「これか
らは地元のデザイン力、設計力のあるリフォーム
業者をどれだけ使うかで、業界の今後が決まる」
という話を聞かされ我々リフォーム業界は負ける
のではないかと危機感さえ持ったというのだ。

そんな中で山口社長にとっても、今後地域の中
で生き残って行くため不動産業界とどう付き合っ
て行くかが大きな問題だった。冒頭述べたように、
自社の宅建業登録と三栄の石塚社長との再会が新
たな連携の動きとなった。

不動産業界のリフォームへの取り組みは、依然
として不動産売買の仕事と同じように考える傾
向が強い。中古住宅流通が活発化すればするほ
ど、その中で行われるリフォームは「リフォーム
業者等の下請化や価格競争が激しくなるのではな
いか」と山口社長は心配する。空き家対策など地
域貢献する「中古＋リフォーム」となるには、地

不動産業界の横のつながり大切

２棟目は賃貸物件でチャレンジ

元不動産業者が目利きした物件をリフォーム業者
が住みよい家にリフォームするという対等な仕事
関係が本来望ましいはずである。山口社長は「お
互い公平にタッグを組んで取り組まないといけな
い。我々ものづくりが上になろうとは思っていま
せん。これは 10 年後の市場のビジョンを描くも
のだと思いますので、我々の年代で且つ安心して
組めるパートナーがいて初めて成り立つのかな
あ」と感想をもらす。

ただ実際の「中古＋リフォーム」の商品作りで
は石塚社長と同じように、現状とのギャップを感
じている。現状築 20 年の中古は断熱性をはじめ
性能が劣っているので、性能やクオリティーを上
げるのにはお金が掛かる。「今中古住宅では性能
アップがいわれますが、まだお客さんが考える価
格との開きが大きい」というのだ。今築 20 年の
中古を500万～600万円掛けてどこまで出来るか、
性能、仕様等ではいろいろトライしているところ
だ。しかし将来の展開では明るい。この 10 年来
建てられた住宅は耐震・断熱性能に優れているの
でインフィルにお金が掛けられるようになるとい
う。そうすると「1200 万円くらいのローコスト
新築住宅に対して中古＋リフォームで戦える価格
設定が出来るし、デザイン性もあるので勝てる」
と２人で話し合っている。今後５年～ 10 年でそ
うした「中古＋リフォーム」の物件が沢山出てく
るだろうと期待している。

両社の連携による今後の仕事の進め方ではで
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は、山口社長は「お客さんの窓口はドクターリフ
ォーム・サンセイの方が分かりやすいし間違いな
い」と説明する。お客はまずドクターリフォーム・
サンセイのリフォーム事例を見て自分の求めるリ
フォーム、家のイメージを決めてもらい、そこか
ら三栄でイメージに合う土地・建物の中古物件を
探してもらうのだ。先に「中古の家探し」だとリ
フォームまでたどり着かないという。不動産業者
は客の要望よりも手離れのいい物件を紹介されて
しまうことが多くなる。「すぐ買えばこの値段」
とか「お買い得」などと業者に言われ、客は妥協
感あるの中で買っているのが現実のようで、「不
動産からのアプローチだと、これまでとそんなに
変わらないと思う」と山口社長は言う。不動産業
者とは対等にタックを組む必要があるが、入り口
はリフォーム事業者のほうがスムーズに行くと見
ているようだ。

両社が進める新しい形の「中古＋リフォーム」
は始まったばかり、今後は連例の事例を増やして
いくだけではなく、両社にとって望ましい顧客層
の設定、プラン、デザイン、仕様などを作りあけ
て、地域市場でのブランド化を進めて行きたいと
意欲的だ。今後の動きが期待される。

取材はドクターリフォーム・サンセイの事務所
で行われたが、最後に不動産業界とジェルコの連
携について、それぞれの立場から石塚社長と山口

早くジェルコと不動産業界の連携を

社長の二人に意見を聞いた。

山口　今後の「中古＋リフォーム」では、我々の
ように地域や県単位でやっていけばいいモデルが
出来ると思います。全国的にそれが出来るが不動
産業界では宅建協会とリフォーム業界ではジェル
コです。

石塚　不動産屋さんでリフォームしているところ
はありますが結果的に続かない。逆にリフォーム
屋さんで中古売買をやるところがありますが、こ
れもなかなか続かない。だから今はお互いに手を
組んでやることが必要です。ゆるい関係かもしれ
ませんが、当然やった仕事についてはお互いに責
任をしっかり持つということです。

山口　そうですね。お互いの仕事は何も変わって
いない。ユーザーから見ると中古住宅探しは不動
産屋さんに頼む。リフォーム工事はリフォーム屋
さんに頼む。そういう構図が皆にはっきり理解し
てもらう。見える化するだけです。先にどちらに
行っても、満足する不動産が得られなかったり、
リフォームが出来なかったりする。　そうした見
える化のブランドをジェルコと宅建業界が組んで
立ち上げて、地域のお勧めとして紹介して行くと
いうようなことをしていけば言いと思いますね。

石塚社長は、若いときから地域の宅建協会の理
事などを勤められていますので、全国の宅建業界
の皆さんにジェルコのこうした活動を是非伝えて
いただきたいですね。

石塚　不動産というのは地域で状況が大きく違い
ます。地域性をはじめとして、慣習、ルールなど
様々です。私も長い間栃木で仕事をしてるので地
域性は理解していますので、それに合わせた形の
「中古＋リフォーム」をやってみたいと思ってい
ます。　今度のジェルコリフォームコンテストの
ビジネス部門で、経済産業大臣賞が制定されまし
たが、普及のためにも、今やっている我々の事例
を応募したいですね。

3 棟目販売物件は申し込み殺到即成約


