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PICK UP

土屋、2× 4に根太レス合板導入 6面

企画や注文進出

建売住宅を企画・販売する不動産会社が

「個性」を打ち出し始めた。売れ行きが鈍

つて購入希望者が
″
値引きを待つ″

状態に

なつたからだ。価格以外で勝負するため、

ライフスタイルを想定したり、デザインを

高めるなどあえて間口を狭くして続ける会

社もあれば、注文住宅に乗り出した会社も

ある。札幌地場の不動産会社を取材した。罐…
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不動産会社の
新しい挑戦

ペット対応と三角屋根

対象絞る企画で立地条件をカバー

今回、札幌市内の不動産会社3社を取材した力ヽ 共通しているのは「建売は価格が単に安いだけ

では売れない」という認識だ。建売住宅は注文住宅のような打ち合わせを重ねる面倒さがない代わ

りに、「いつ売れるかわからない」怖さがある。売れるまでの期間が長くなれば資金回収が遅くなり、

会社の経営にも影響を及ぼす。そこで早く売りさばくために各社とも低価格化よりもlEHt4Lや差別

化を強く意識している。つまり、「どの会社から買ってもモノは同じ」と消費者に思われたら、価格

競争しかポイントがなくなってしまうからだ。

そこで、交通の便が良くない場所での建売に無落雪勾配屋根を採用し、ペットイ士様にしてあえて

顧客対象を絞る (住まいる)、 子育て世代にターゲットを絞って低価格でデザインの良い建売を企

画 (ベストホーム)、注文住宅のモデノレ ウヽスとして仕様・デザインともハイレベルなものを企画 (八

城地建)な ど、それぞれ工夫を凝らしている。

郊外も駅近にこだわる

若い‐次取得者層に絞つた建売

住まいる

ペット仕様の腰壁や床など、対象顧客を絞つた。家具付きで引き渡す

同住まいる OL幌市豊平K大 神膊

朗社長)は、札幌市南区真駒内に建物

内部をペット仕様とした建売住宅を完

成させた。地下鉄の最寄り駅から遠い

立地条件のハンディを乗り越えるため、

「どんな人が住みたいと思うか」を考え、

血 よりも徊 1生を動 した。

建売住宅は札幌芸術の森の近くに建

てられた。地下鉄真駒内駅からはバス

で 15分弱かかる。バカレの頃0こ開発さ

れた分譲地にあり、落ち着いた街並み

で1区画のムさも60坪程度あるが、周

辺の土地価格は坪 10万円を下回るな

ど人気ιまない。

同社では「このような場所に住みた

いと思うお客さまはどんな人たちだろう

力」 と考え、「ペット好きで周辺環境の

良さも求めている人」と想定して対象

を絞り込んだ住宅を企画した。1階床

はペットが歩いても滑りにくいフローリ

ング、腰壁は爪を立ててもキズが付き

にくい専用品、除菌 。消臭効果のある

壁紙の採用など、ペット対応の内装と

した。

設備・仕様面では注文住宅を意識し

ている。中級グレードのアイランドキッ

2

チン、ニッチや造作本棚なども随所に

取り入れた。このほか、性能 。設備面

では付カロ断熱としてフラット35Sに対

応し、暖房は電気蓄熱暖房としている。

屋根はデザイン性を求めてオーウエン

スコーニングのアスフアルトシングル

材 。オークリッジプロ。今回が初採用

という。「フラットな時 根でシン

プルな仕様にすれば 200～ 300万円

安い価格で売り出すことも可能だハ

値段だけが売りになってしまう危F■
l性

がある。特徴を出すことで、問い合わ

せから契約までの時間を短縮し、確実

に売れる物件にしたかった」と大神社

長は話す。

内外装のデザインは若手の女性社員

が担当する。20代後半から30代の女

性が気に入るようなインテリアを考え

ている。また、内覧会の時にはリビン久

ダイエングに家具を入れて展示し、売

却が決まれば家具付きで引き渡す。「暮

らしのイメージをわかりやすくすること

も、購入を動機付ける一因になる」と

いう。

ベストホーム

キターラ星置。国道 (写真左端 )に面し、駅から凛 ■順 性と若い世代が買える価格が売り

(辮ベストホーム (札幌市豊平区、藤

江真吾社長)は、札I幌市手稲区星置南

に建売住宅「キターラ星置」を発売し

ている。昨年発売を開始し、既に8区

画中6苅由カ
ー

。

キターラ星置は、」Rほ しみ駅から徒

歩7分(シ ヨッピングセンターのある

JR星置駅へも徒歩 20分圏内。国道5

号線にも■ lζ面したアクセスの良さを

売りにする。価格は、土地 。建物込み

で 1998万 円と2000万円を切る。敷

地は1区画あたり34～ 35坪で、車3

台が駐車可能とマンションとの違いを

アピーノL
隊 は一生の買い物ではない」という

考えが根底にある。結婚後の子育て欺

子どもが独り立ちした後の熟年期、そ

して老後と、住まいのニーズは変わるも

リフォームも一つの考えだがヽ売却や

人に貸す選側岐も持っておきたい。そ

のためには、家が不動産として評価し

やすい条件が必要だ。それは「立地の

良さと万人に受け入れやすいプラン」

だという。

そこで当初は地下鉄の駅から徒歩 10

分以内の立地条件にこだわった“駅近 :

の建売住宅を販売してきた。土地の狭

さは門型フレーム構法などを活用した

木造3階建住宅とすることで必要な床

面積や車庫を昭案 さらに、設計事務所・

スタジオシンフォニカl■lの畠中秀幸氏

に設計 。監理を依頼することでプラン

ニングやデザインにも気を配り、デザ

イナーズ建売を売りにした。

近年一次取得者の年収が伸び悩んで

いることや、たまたま星置の土地が手

に入ったことで郊外型の廉価な建売を

企画した。畠中氏は引き続き設計 。監

理を担当しながら、販売価格を目標の

土地・建物込み 2000万円以下に抑え

つつ、シンプルなデザインに徹するこ

とで安っぼく見えない工夫をした。

主な客層は、30代前半で結婚直後か

ら小さな子どもがいる夫婦。比較対象

は中古住宅が多いという。概ね狙いは

成功したと言えそうだ。藤江社長は、「出

身地の関西では、限られた土地をどう

生かすか、不動産会社もみな知恵を絞

って企画してきた。注文住宅とは違う

角度からの提案として企画型の建売が

抑 えるのではないか」と見ている。

yamada
テキストボックス
　　次のページに　拡大カラー図を　掲載しています
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