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我社の商品は決して 
不動産ではありません 

「お客様感動満足」 

という 
住まいサービスです

企業理念



逆ピラミッド型の組織表





期間限定店





レスQ隊が入居中のお困りごとを２４時間３６５日対応



アフターコロナの世界

before コロナ Now コロナ after/with コロナ

賃貸仲介 来店誘導・対面営業 苦しまぐれに非対面営業徹底 WEB・サテライト営業

不動産管理 アナログ 何もできず過ぎ去るのを待つ 不動産テックを活用

入居者対応 直接対応 恐る恐る対応 入居者アプリ

オーナー対応 訪問対応 ちょっと今は行けません オーナーアプリ

デバイス デスクトップ 社内のノートPCかき集め １人１台ノートPC

基幹システム オンプレ リモートソフト クラウド化

社内連絡 内線 携帯電話 チャットツール

社外電話 固定電話 携帯へ転送 携帯電話

社内会議 密室に密集して密接 WEB会議の為なぜか出社 WEB会議

業者間連絡 FAX・郵送 FAX・郵送物を確認のため出社 ペーパーレス化

テレワーク やったことない やってみた 社内ルールで実施



実施前の問題点

■リーダーシップ誰が取る？問題 
やってみたいと言うスタッフは存在するものの、最初にやるのは
嫌。人の目が気になる。サボっていると思われるかもしれない。

■デバイスが人数分無い！問題 
デスクトップPCばかりで揃えており、ノートPCが社員分ない！
またシステムもクラウド化されていないものも多く、環境整備が
大変・・

■業務的に出来るわけがないと思ってる！問題 
実施前に部署長に「テレワーク実施可能か？」のアンケートを
取ったところ、「出来るわけがありません」の回答が返ってくる
ところも。



自らが実施し仮ルールの設定

■事前申請・事後報告 
　希望日時・作業場所・業務予定などを事前にサイボウズのワークフローにて 
　事前申請を行う 
　業務終了後は業務報告書に業務内容を具体的に明記する 

■環境（案） 
　・会社から提供されたPCを利用 
　・業務時間中はチャットワークは基本的に即時返答できる状態 
　・必要に応じて、すぐにTV会議ができる状態・環境 
　・部署によっては、必要に応じて現場に動ける状態 

■業務の流れ 
　業務開始時にPC起動、タイムカードを出勤状態へ 
　社内の連絡のやり取りは、基本的にはチャットワークにて 
　必要に応じて、電話・TV会議などを行う 
　業務終了後は業務報告書に具体的業務内容を記載しタイムカードを退勤へ



業務分析後グループ分けして段階的に推進

グループ 開始 
予定日 部署名 備考 準備物

1 4/1

経営企画推進室   

FC事業本部   

人財課 

ノートPCがあり、社内システムに依

存しない業務 

2 4/13

WEBデータソリューション  

繁盛店物語  

サテライト

ノートPCがあり、社内システム利用

が必須な部署 
VPN環境

3 4/20

AM課 

PM課 

売買課 

ノートPCがなく、社内システム利用

が必須な部署 
VPN環境、ノートPC

4 4/27 WEBファーストカスタマー 

レスQ課
実行のために業務改革が必要な部署 VPN環境、ノートPC、業務改善

5 5/1
総務部 
BM課 
ほか

実行のために意識改革が必要な部署 
VPN環境、ノートPC、業務改善、

意識改革



グループごとにデバイスを支給

部署A 
テレワークグループ

部署B 
テレワークグループ

部署C 
テレワークグループ

部署D 
テレワークグループ

休　み 休　み 休　み 休　み

テレワーク テレワーク テレワーク テレワーク

出　社 出　社 出　社 出　社テレワーク テレワーク



それぞれの役割は？

テレワーク テレワークに挑戦して、問題点と課題をピックアップ 
次のスタッフにアドバイス

出社してテレワークのスタッフのサポートを行い、 
出社業務の改善、外線・内線の削減、ペーパーレス化

ちゃんと休んで、 
不要不急の外出自粛

休　み

出　社



具体的取り組み

事前申請・事後申請の徹底
実施前の事前申請、実施後の事後申請を徹底し、予
定していた業務と実施後の成果を比較し、生産性が
しているかどうかを日々確認を行いました。 
申請を徹底することで、実施するスタッフも生産性
向上への意識が高くなりました。

■手法（3/30-4/6 検証） 
・業務ペア（同業務スタッフ）が１名以上出勤している場合のみ実施 
・サイボウズのスケジュールで実施予定の内容を事前に申請（時間帯別） 
・業務スタート時はチャットワークで連絡「業務スタートしました」 
・社内の連絡はチャットワーク、ZOOM会議、社外連絡は携帯電話 
・業務終了時は業務実績内容を別途報告、業務報告書を書いて終了 

■結果 
□メリット 
・移動時間なし、集中力UPで、生産性は間違いなく上がります（1.2～1.５倍） 
・成果主義が強調されます（事前申請-事後報告） 
・業務改革、業務改善が一気に進みます（ペーパーレス、内線減少、TV会議 etc.. ） 
・社内外会議、面談、システム開発、資料作成、重説、などほとんど問題なし 
・社外打ち合わせの際に、進んでいる会社だと思われます 

□デメリット 
・想像以上に疲労します 
・家族構成によっては、家族に負担をかけるため理解を得る必要があります 
・メリハリが付けにくく、いつまでも仕事をしてしまいます 
・５人目でルールを守らないスタッフが出てきました（事前申請なし）

週単位での検証
部署ごとに週単位の検証を行い、問題点を明確にし
ていきました。問題をクリアすれば、テレワーク可
能な日数を週単位で１日→２日→３日と増やしてい
きました。デメリットになった部分について改善案
を検討することで、大幅な業務改善につなげること
ができました。



WEB会議・テレワークの積極的推進

テレワークを社内制度化
検証の結果を元に、社内のテレワーク規定を作成し
７月１日より週に３日のテレワークを実施可能な状
態にしました。自宅での水道光熱費の一部負担な
ど、テレワークを実施しやすい環境も構築していま
す。働き方のひとつとしてテレワーク「も」できる
社内環境になりました。

WEB会議の積極的推進
社内の重要会議は全てWEB会議に変更し、今もその
体制を継続させています。段階的にグループを少人
数化して個人で参加できる状態にしました。WEB会
議に対する社内の抵抗感はなくなり、外部とも積極
的に実施ができるようになっています。



実施後の感想・課題

■５人に１人は何らかのエラーを起こす 
事前申請を徹底するも、事前申請を事後にやっていたり、勝手に会社の備品を持ち
帰ってたり、ルールを作っても何らかのエラーを起こすスタッフが出てくる。

■生産性・残業時間などに注視すべき 
業務改善を並行して行わないと、無理やりテレワークを実施していることになり、
生産性の向上につながらない。残業時間の推移にも注意し、軌道修正が必要。

■ITリテラシーに差がありすぎる 
自分が30秒で出来ることを、20分かけてやっているスタッフがいることがわかっ
たり、社内間のFAXが存在することがわかったりとリテラシーの差が明確になっ
た。

■本気で取り組めば業務改善につながる 
最初は効率が悪くても、「ちゃんとテレワークをやれるようにしたい」をモチベー
ションに変え、業務改善の取り組みを継続させていくことが可能。

■リーダーが率先して実施すべき 
上司がテレワークに否定的であれば社内導入は不可能。まずは自らが率先垂範実施
して生産性を向上させるところまで模範を示す必要がある。



サテライトリーシングチーム構想
お客様からの問い合わせに対して、有人店舗へ来店誘導することなく、WEB上での接客やツー
ルの活用のみで仲介業を完結させます。将来的には、お客様のご自宅や指定の場所（サテライ
ト）へ伺い、その場でPCを活用して接客対応を行う今までになかった仲介モデルを追求しま
す。

有人店舗

問い合わせ

送客依頼

来店誘導無店舗型仲介の追求 

サテライトリーシングチーム

 WEBソリューションチーム



無店舗型賃貸仲介チーム 
「サテライトリーシングチーム」

テレワークの応用で新サービスの立ち上げ



店舗営業の全て工程のオンライン化に成功

接客ヒアリング

契約内見



移動時間を０にするオンライン活用

フィンランドのお客様対応

お客様 事務所 
スタッフ

スタッフＢ
スタッフＡ

フィンランド

A物件 Ｂ物件

スタッフB

テレワーク

スタッフＡ

C物件

スタッフB

Ｄ物件

スタッフＡ

・・・ ・・・

・・・ ・・・



リアルを超える２物件同時中継

A物件

スタッフＡ

Ｂ物件

スタッフB

テレワーク 自宅

気になる場所の比較も同時中継で可能に



店舗営業の全て工程のオンライン化に成功

物件を探す 
問い合わせ

不動産会社訪問

物件内見

物件申込

１～２週間

１日～1ヶ月

＜通常のお部屋探し＞

物件内見

反響対応

WEB申込

30分　

＜最短のリードタイム＞



店舗営業の全て工程のオンライン化に成功

4店舗平均 サテライトリーシングチーム

一人あたりの対応件数  170％



画像・動画で 
解決ステップを確認

対応方法のマニュアル化





ご入居者様の評価




