はじめに

この小 冊子は ︑工務 店経営 に必 要な ︑
﹁あ る極意 ﹂が書 かれて います ︒

⁝な んて いう と︑ 読む 前か ら﹁ なん だか 難し そう だな ﹂と お感 じに なる方 もい らっ
しゃるか もしれ ません ︒なの で︑ 最初に お断り してお きます ︒

この本 に書か れてい る﹁ 極意 ﹂の内 容は ︑
﹁ 世界一 簡単な 住宅 マーケ テ ィング ﹂です ︒

世の中 には ︑実 にい ろん な種 類の 経営 の指 南本 やセ ミナ ーが あり ます ︒皆様 も︑ 実際
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にそう いっ たセ ミナ ーに 足を 運ん だり ︑本 屋さ んで 何冊 かを 手に 取っ たこと があ るで
しょう︒

どん な本 やセ ミナ ーも ︑み なそ れぞ れ素 晴ら しい 気付 きを 与え てく れるも ので す︒

ただし ︑ど んな 知識 ・ノ ウハ ウを 学ん でも ︑そ れが 断片 的な もの だと ︑なか なか 工務
店経営の 問題は 解決し ません ︒

この 本を 読ま れる 方の 多く は︑ 工務 店を 経営 する 立場 にあ る皆 様だ と思い ます ︒皆
様が抱え る問題 は︑た とえば ⁝

集客がな い
いまどき のお客 様に提 案する 住宅 商品が ない
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いまどき のお客 様とう まくコ ミュ ニケー ション がとれ ない
提案して もよそ に取ら れてし まう

⁝などな ど︒

それに 対して ︑例え ば︑
﹁イベ ント集 客を激 増さ せる広 告づく りセミ ナー﹂と か︑
﹁い

まどきの お客様 に必ず イエス と言 わせる セール ストー ク集﹂とい った も のがあり ます ︒

しかし︑ 断片的 なノウ ハウを 経営 に活か すこと はそう 簡単で はあり ませ ん︒

皆様が 風邪を 引いて しまっ たと き︑多 くの方 は病院 に行か れるで しょ う︒

熱が出 たか ら解 熱剤 を処 方し ︑ウ イル ス性 が疑 われ るの で抗 生物 質を 処方す る⁝ これ
は︑決し て間違 ってい るわけ では ありま せん︒
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しか し︑ 極論 する とこ れは ︑単 なる 対処 療法 に過 ぎま せん ︒本 当に 良いお 医者 さん

は︑風邪 を引い たプロ セスに 配慮し て︑ど うした ら次に 風邪を 引か ない ようにな るか︑
アドバイ スとと もに薬 を処方 しま す︒

その ため に私 たち は︑ 皆様 に向 けて 世界 一簡 単な マー ケテ ィン グの 本を書 くこ とに
しました ︒

この 本は ︑決 して 一時 的な 問題 解決 を目 的に した もの では あり ませ ん︒と ても 簡単

ですが ︑そ れで いて ︑根 本的 に皆 様の 工務 店経 営の 問題 を解 決す るた めの処 方箋 にな
るでしょ う︒

これ より 先の お話 しは ︑あ る工 務店 社長 と弊 社と で交 わさ れる ︑対 話形式 のフ ィク
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ション です ︒読 みや すく する ため に話 の展 開や トー ンは 多少 フラ ンク にデフ ォル メさ
せていた だきま した︒

フィ クシ ョン とは いえ ︑現 実に 弊社 に寄 せら れる お悩 みや ︑打 合せ の空気 感な どは

程よく 再現 させ てい ます ので ︑ま だ弊 社の こと をあ まり ご存 知な い方 がこの 本を 読む

ことで ︑ナ ック に相 談を して いる 会員 様の 雰囲 気ま で感 じて いた だけ るので はな いか
と︑密か に楽し みでも ありま す︒

もし も︑ 近し いお 悩み や問 題点 を感 じて いる 読者 の方 がい らっ しゃ れば︑ 自社 の姿
と重ね合 わせな がら︑ 気軽に お読 み下さ れば幸 いです ︒

この 本を 手に した 皆様 が︑ 世に あふ れる 情報 やノ ウハ ウに 惑わ され ること なく ︑安
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定経営に 向けた 成長の 舵を力 強く 切って くださ います よう︑ 心より お祈 りします ︒
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