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ホ|:ムド|ジヘ0総|アクセス数構2万件経

平成 5年に設立されたウェーブハウス (岡

山県岡山市)は市川周治社長が31歳、社員の

平均年齢郷歳と若さあふれる会社だ。地元の

o物仲悟報誌やTVCMな どに積極的に宣伝活
動を行い同社の開くホームベージには一日平
均100f41以 上のアクセスがあるという。昨年
2月 に開設、現在 2万件を超えるヒット数
だ。岡山市野田に本社を構え

設立 5年目で管理戸数1500F~

にまで成長してきた。建築受

注、管理、仲介を三本柱に21

世紀に向けての展望を、市ザII

社長にきいた。

うことになります。

市川 当社の場合は平成10年 2月 に自

社ホームページを開設しました。現在

総アクセス数が約 1年で2万件を越え

ました。インターネットを通じての反

響が集客カアップにつながっていま

す。

亀岡 今年のシーズンはどうだったの

ですか。

市川 お力ヽ デさまで成約件数は昨年比

2割増です。いまだに一日1∞件以上

のヒット数があります。

大正b午京城生ま才比 新大阪新・l経済部長を経て

経済評論家となる。文芸春秋、サンデー毎日など
一流誌で、経済・財界問題を中′とヽに、精力的な活
」llを 続ける一方で、「自動車戦争」「ゲリラ商法」「I

BMの人士管理Jな どベストセラー多処

●

管理、建築営業、

賃賞仲介が三本柱
亀岡 岡山といえt靖己者時代によく行

きました。地元の山陽新聞社に記事を

売るとか何とかといつて話をしていた

こともありました。

市川 私は岡山出身なのですが独立し

て改めてビジネスを行うようになり地

域陛が非常に強い町なのではないかと

思っています。

亀岡 もともとクラボウに代表される

ように繊維中′ムの町というイメージが

強かつたのですが高度成長期、日本鋼

管など水島コンビナートを中′とヽとした

工業地帯の発展にともない大手が次々

進出して行った場所ですよね①

市川 今は不況の影響で企業は支店を

開鎖したり、工場もなくなったリー時

の勢いはなくなっていますね。正直、

ほかの地方都市よりたんはが目立つな

―という印象があります。

亀岡 そうはいいますが当時から思う

のですが住みやすい町だというのには

変わりありませんね。この地域でどの

くらい管理をされているのですか。

市川 現在1師 の賃貸物件を管理し

ています。

亀岡 設立が平成 5年 ということです

がなかなか頑張られていらっしゃいま

すね。 5年で1醐だと後 5年で制 を

目標にもうひと踏ん張りしていってく

ださい。賃貸だと管理戸数が増えれば

増えるほどおもしろくなつてきます

よ。

市

'II 

おっしゃるとおりです。月々の

管理手数料は収益の基礎となっていき

ますから。

亀岡 今現在業務の主力は何になられ

るのですか。

市川 一番利益を上げているのは仲介

部門ですね。それ以外に建築営業と管

理、これが=本柱になっています。

亀岡 仲介が強いのは将来的に強力な

武器となります。家主にとって見れば

空室が一番の心配の種。物件を早く埋

めてくれる会社にお願いしようかとい

HPで社員向けの

ファンレターを募集
亀岡 ホームページを開いても反響が

さっばりという業者も多い中それだけ

のアクセス数の要因は何だと思われま

すか。

市川 まず毎日更新している′点だと考

えています。何度でもアクセスして頂

こうと思えば既存の情辛脚ゴかりではい

けないと思うのです。もう一つ毎日見

てもおもしろいと思わせるページにし

ようと社員宛のファンレターを受け付

けたり社内を生中継で見せたり様 工々

夫しています。

亀岡 インターネットですとお客も県

内に限らず幅広い層になるのではない

ですか。

市川 「岡山に転勤することになりま

した」といって東京や大阪から、「赴

任先から帰つてくることになったので

いい部屋を探しています」と海タトから

も問い合わせがありますからやはリイ

ンターネットの媒体威力とはすごいも

のだなあと実感しています①

亀岡 そのほかの宣伝活動はどのよう

にされていらっしゃるのですか。

市川 地元で発行している

情報誌に定期的に広告をう

っています。

亀岡 今岡山市内で発行し

ている情報誌は何紙になる

のですか。

市川 これまで一紙の独占

市場だったのですが今年に

入って広島から進出してき

て2紙になったばか りで

す。しかし5月 に入れば呑

川からもう一紙参加してき

りそうです。

亀岡 それだとまずはどれだけ物件が

載っているのか本の厚みが券負になっ

てきますね。同じ厚みで情報量も変わ

らなければ今度は内容、読ませる記事

が入つているかが本を購入する決め手

になってきます。

市川 当面3紙共に広告は出していく

つもりです①そのほか広告活動で効果

が大きいのはやはりTVCMです。ち

よっと前までは私自身も出演していた

のですが営業に出掛けた時「あつTV
出てらっしゃいましたね」と声をかけ

られる機会が多くありました。

管理戸数 の増大
が 当 面 の 目 標
亀岡 客づけである程度までいくよう

になると今度は管理です。利害FEl係が

相反する入居者と家主が直接話をする

ことはまず無理です。間に入る管理会

社の必要陛はますます高まっていきま

す。またただ客づけをするのではなく

財産管理なども行っていかなくてはい

けません。

市川 建物の周辺を掃除したり巡回し

たりする作業はもちろんですがそれ以

外物件を一つの “金融商品"と してと

らえていくことが必要となりますね。

亀岡 これまで賃貸管理業は引っ越し

の必要がある人が物件を探 しにふらり

と店に入ってくる、こう言つた人達を

待っているような “クモの巣"商法だ

ったといってもいいでしょう。つまり

巣をはっていれば客が向こうからやっ

てくるような商売が成り立っていまし

た。とくにバブルの時代はこれが顕著

でしたね。でも今ではそういう訳には

いきません。御社のようにインターネ

ットを不U用 したり、‖青卒R討二を知子した

り積極的に宣伝活動を行つていかない

となかなか来店客は増加していきませ

ん。

リフォーム事業

市サII 後5年で鰤 と考えてもω∞

戸、 1万戸までいくようにするにはど

のようにすればいいのでしょうか。

亀岡 これからは何が起こるかは分か

らない時代に突入していくと思いま

す。ですからとりあえずなんでもやっ

ておいた方がいいというところです

が、リフォーム事業に力をいれるべき

昭和厖年10月 17日 生まれ。岡山県岡山

市出身。岡山会計学館卒業後、不動産

業界に飛び込む。平成5年に独立同社
を設立する。一昨年夏より研修会に通
い本格的にパソコンの勉強を始め平成
10年 2月 には自社ホームベージを立ち
上げる。今ではオーナーから「ちょっ

と教えてよ」と声をかけられることが

多くなったとか。趣味はジェットスキ
ー。多忙のためここ2年は海にいって
いないという。

です。一年間の総入れ替え数が全物件

の約 2割 とすると御社の場合で劉 牛

ぐらい。管理戸数力氾履戸 レベルだと

郎 の言十算になります。 1年間に卿

件のリフォーム受注があればかなりの

ものですよ。

市テII 原】犬回復とリフォームはきって

も切れないですからね。

亀岡 これで土台を作つておいてビル

やその他部門に拡大していけば柱がも

う一つ増えます。また物件をもってい

ればいろいろなところに商売の芽が転

がっています。例えぼ鹿い捨てキッチ

ン。

刊 II使い捨てるキッチンとはどうい

うものですか。

亀岡 刃唇柳 洋´
番嫌がるのがキッチ

ンです。前の人カラ使つていたものは使

いたくないということになれば新築物

イ牛以夕騰 り手力y寸かなくなってしまい

ます。そこでキッチンは2年間ごとに

つけ替えましょうというのです。そう

いつた商品を開発しているメーカーも

あるのです。

市川 キッチンは使い捨てですよと言

えイデインパクトありますね―。

亀岡 しかし大量生産しなければコス

トカヨ〒がらない。大量生産にはもちろ

ん大量受注が必要です。使い捨てキッ

チンの受注をたくさん取つて来れるの

はどこかと言えばやはり物件をもって

いる管理会社ということになります。

市,II そう考えればキッチン以外にも

考えられる商売は無限大に広がります

ね。

亀岡 そうです。とりあえずは管理戸

数の増大を目標にがんばっていって下

さい。社長が若いのでこの先を楽しみ

にしていますよ。

市川 はい。今日は大変勉強になりま

した。どうもありがとうございまし

た。

ウ
ェ
ー
、フ
ハ
ウ
ス
社
長

市
川

周
治
氏

▲知名度アップが今後の課題
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三つ▼d雛に4を 4本 国の柱 に

会社概要


