お客様

導入事例

一日100件の問合わせ電
話がほぼゼロに。
電話対応の時間を他業務
に充て、効率UP
川木建設株式会社
賃貸管理事業部管理チーム
チーフ 小栁 雄史様

キマRoom!導入会社インタビュー。今回は、
川越市を中心に、総合建設業として事業を行い、
オーナー様に建設させて頂いた物件約1,300戸の募集
業務をたったお一人でご担当されている、
川木建設株式会社 賃貸管理事業部 小栁様よりお話を伺いました。

電話の問合せは来るもの、仕方ないものだと思っていた。
とにかく電話の問合せを減らしたい、
と思う反面、問合せは来るもの、仕方ないものだと思っていました。毎年繁忙期になると電話ラッシュで、
仲介さんの業務時間が終わってからやっと事務の作業が出来る、
という状態でした。
他社さんの業者間サービスも検討したことはあったのですが、
もう少し規模が大きくなってからかな、
と思っていたんです。
でも、問合せの電話の
件数が凄く多くて、
FAXで流させて頂く物件の量もかなり多かったので、
キマルームならそれほどの値段でもないですし、少しでも軽減できるなら
やった方がいいかな、試してみるかな、
というのがきっかけでした。

取引先ひとりひとりに、
仲介時に必要な細かな情報をリアルタイムに共有

▼ 仲介時に必要な情報をリアルタイムに伝える物件資料

過去にお取引頂いた会社様の営業一人一人に、細かく情報を入力して配信する様にしています。
自治会費とか鍵交換費とか、
かかる費用は全て登録してあるので、図面を見て頂ければ済んでし
まいますし、後からトラブルになるようなこともありません。
現地鍵の情報やAD、写真など、
出来るだけ多くの情報を入れておくことで、情報の受け手である
仲介さんが物件を紹介、案内する際に、
クリックするだけで必要な情報が全部出てきて、
それ一つで完結しますので、
やりやすいんだと思います。電話での問合せが来なくなった半面、成
約件数自体は伸びているので、受け手の会社さんの情報入手難易度が下がったぶん、客付けして
頂きやすくなったのではないでしょうか。
それと、契約業務を担当している事務の社員にも、
いつでもキマルームにアクセスできるように全
員にIDを付与しています。
申込みが入ったり入居になったりした際に、
すぐにその場でキマルーム
の情報を止めればタイムラグなく他社さんに反映されるので便利です。
キマルームは操作も簡単
で、
クリックするだけ。
シンプルですから、事務の方でも知識が無くても難しいことは無いですね。
レインズのように、反映にタイムラグがあるせいで、本当に空いているかわからなくて確認の問合
せが来るということが無くなりましたし、
自分しか反映を止めることが出来ず、
自分がお休みの日
に入居が決まった物件が出しっぱなしになってしまって、
それを見た業者さんから問合せを頂い
てしまう、
といったこともなくなりました。

物件資料、写真、地図でしっかり情報をが伝えることが
できるため客付け会社からの問合せは激減。

一日100件の問合わせ電話がほぼゼロに。
電話対応の時間を他業務に充て、業務効率を改善。
例年、繁忙期には、
多い日だと朝からずっと電話が鳴りっぱなしで、取り切れないくらいでした。
一日に100件近い問合せ電話と、
それに伴うFAXのやり取りをしながら、契約や更新の書類を作
成していたので、大パニックでした。図面のやり取りでFAX回線が埋まっているせいで申込書が届
かないとか、我々管理部門の電話がいつまでも通話中なので、
しびれを切らした仲介会社様から
の電話が建設や総務などの他の部署に行ってしまい迷惑をかけてしまったりとか。
現場も手が回
らなくて、
そういったロスも発生していました。
今年、
キマルームを導入してからは、
そういった他社からの電話問合せがほぼゼロになりました。
電話に拘束される時間が無くなったおかげで、他の業務に時間を回せるようになって、契約書の作
成などが早く出来るようになったり、私も、新しい物件の告知や見学会などに使う時間を増やすこ
とが出来ました。
いままで電話対応にかかっていた時間や人件費を減らし、他の業務に回すことが
できたことは、
キマルーム利用による大きな成果だと思います。
よく電話がかかってきていた、
隣のPMの部署が
「今年急に電話が鳴らなくなったけど大丈夫なのか？」
って心配していたくらい、
問合せが激減しました。

▼ メールの空室一覧配信で効率化

電話を減らすことで、
他社とコミュニケーションを取れるようになった
キマルームのメールを受け取った仲介さんからも、常に最新の状態で見れるので便利だと
おっしゃって頂いています。空き確認や書類のやり取りといった電話対応の時間をカットして、
その分、
近隣の業者さんには定期的に訪問してしっかりコミュニケーションを取らせて頂いています。
それと、直接お伺いしにくい、普段ケア出来ない遠方の業者さんにも、
キマルームのメールを送る
ことで手間なくコミュニケーションを維持できるというのはメリットとして大きいです。
以前と比べて、都内の仲介さんに客付して頂く件数がかなり増えました。情報が入手しやすく、写
真などの情報が豊富で紹介して頂きやすいぶん、
優先的に紹介して頂いているのかなと思います。
ログの機能を使えば、
どこの仲介さんにどれだけお客さんが来ているのかとか、弊社の価格帯の
物件はここの仲介さんが強いな、
とか、広げた間口の中でそういった業者さんの動向も見えてき
ますから、貸主としてメリットは凄い大きいです。

資料や写真を送るだけでなく掲示板で自社物件のアピール
また、
どの物件が誰に印刷されたかなども把握可能

他社からの問合せが多い会社さんには一度使ってみて欲しい
実際使わないと想像がつかないかもしれませんが、
キマルームをうまく使うことで、
お問合せがかなり減って業務に集中する時間が出来ますし、
仕事がより効率化出来るんじゃないかと思います。使ってみると便利で、仲介して頂く際に必要な細かい情報がすぐに図面として出来上がって、
それを色々な仲介さんに提供することが出来たりします。
自分一人では手が回らなかったことが色々出来るようになるので、特に貸主や管理業務を主にやっていらっしゃる会社さんにとっては業務効率が
かなり上がるはずです。管理戸数が多い会社さんや、弊社と同じように問合せが凄く多くて大変な会社さんは多いと思うので、一度騙されたと思っ
て使ってみたら良いと思います。

川木建設株式会社
所在地

埼玉県川越市

事業内容

総合建設業、土地活用・賃貸管理事業、住宅リフォーム事業、不動産売買仲介事業
当社は明治2年の創業以来、地元密着型の住まいのワンストップサービスをご提供しています。
「最高の建設サービスを通じて、地域社会に貢献する」という揺るぎない理念のもと、
「建設業」から、お客様の“最
適な暮らし方”のご提案を行う「建設サービス業」への転換をめざします。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

物件情報を
更新する手間が減り、
業務に
余裕が生まれました。
株式会社埼玉丸山工務所
不動産管理部
係長 峯岸 龍夫様

キマRoom!導入会社インタビュー。今回は、
さいたま市で賃貸住宅の建設から募集、管理までの一連の流れをトータルで物件オーナー様にご提供
する株式会社埼玉丸山工務所より、
インターネット媒体への情報登録や物件資料作成といった、入居者募集業務をご担当されている、
不動産管理部 峯岸様にお話しを伺いました。

同じ作業の繰り返しや情報のクリーニング作業。
業務を少しでも効率化させたかった
これまで、弊社では、複数のポータルサイトへ別々に入力・更新をしていました。
ただ、
同じ情報を何度も打込む作業に現場が疲弊してしまったり、
どのサイトにどの情報が出ているのか管理し切れなくなったりしていました。
また、
日頃、弊社代表から出来るだけ業務を効率化させるよう言われていたこともあって、入居者募集と業務効率の改善を実現するサービスは無
いかと、情報収集の一環でキマルームの話を聞いてみたのがきっかけです。
どうせよくあるコンバートシステムの一つだろうと思っていたのですが、説明を聞いてみたら、想定と全く違うもので、更にコストパフォーマンスが非
常に良く、
これはもう絶対に使えるな、
こんなに良いの無いな、
って感じたんです。

ログ機能を活用し、他社への挨拶回りを強化

▼ キマRoom!のログ機能

弊社は貸主代理の物件が多く、他社・仲介会社様の協力が不可欠です。
そのため、各業者さん
へ訪問し、物件を紹介し客付を依頼する業務を定期的に行って来ました。
ただ、
これが全然効
果として現れないんです。指標として管理しようにも、
配ったチラシの枚数や訪問した回数でし
かスコアにならない。
それに、不動産会社って、
どんな有名な店であっても、押さえるべきエースと言われる営業マン
がいて、
その人に知って貰わないとダメなんです。
でも、飛込みではそれはなかなか掴めない。掴
めないと、無意味な目的の無い訪問で終わってしまう。
キマルームの一覧配信機能は、一覧を受け取った相手がどれだけ見てくれてるのかが見えるこ
とで、
そういった優秀な営業マンの存在が感じられるようになっています。一覧を配信すればす
るほど、
そういった情報がストックされていき、弊社にとっての精度の高い営業リストが出来てい
く。
デジタルをきっかけに、
アナログな訪問活動が意味を持つようになる。
そういった仕組みが
キマルームは他のサイトと違ってしっかりしています。
キマRoom!は配信した空室一覧の閲覧状況も確認可能
いつ、誰が、
どの物件の資料を閲覧・印刷しているのかも
わかります。

繁忙期中の空室一覧作成の負担を大幅に削減
キマルームを使ったこの繁忙期、今まで作っていたエクセルの空室一覧を作成する業務がほぼ
不要になりました。
平常月であればそこまで頻度は高くないのですが、繁忙期ともなると、一部屋決まったり空いたり
するたびにエクセルを書き換えて、
またFAXで送り直して。常に追い立てられてような状況でした。
他社に決めて貰う立場としては、空室情報の鮮度を維持するクリーニングは特に大事な作業だと
思うんですが、
エクセルでやっていると、直してる間に物件が成約になったりしてどんどん情報が
変わっていく。一年で一番大事な時期である繁忙期に、一番忙しい時期だからこそ更新が追い付
かない。
仲介して欲しくてこちらから出している情報なのに、
クリーニングされずに古い情報のまま他社に
共有されることは、私は恥ずべきことだと思っていました。
その点、
キマルームで配信された一覧は、
こちらでクリーニングしたと同時に相手先の情報も書き換わっている。
これは凄いことで、
もう自分
であのエクセルを作らなくても良い、恥ずかしい共有をしなくても済む、
こんなラッキーなことは無いと、
ありがたく使わせて頂いています。

他に比較できるものが全くない、抜群のコストパフォーマンス
集客サービスであったり、物件管理システムであったり、不動産業者向けに限らず世に有る色々なサービスを探し、情報を集めていましたが、
キマルームと比較できるようなサービスは全くありませんでした。
弊社のような、物件を預かっている人であれば是非導入すべきですし、
これが広まっていくと、
レインズなどの既存の業者間流通よりももっと業者
にとって使い勝手の良い世界が出来るかもしれない、
と、期待をしています。
物件の無い仲介会社さんには、
コンバート機能をオススメしたいです。他と比較したら、
ランニングコストは10分の1程度。直接売上げを作るサー
ビスではないので、
コストパフォーマンスが大事だと思います。使い勝手も良いですし、言葉は悪いですが、10倍の費用をかけて同じ機能のものを
使うのって、
お金捨てていないですか？と思ってしまいますよね。

▼ 他にはない機能が実装されているキマRoom!

▼ 業界最安値のコンバート機能
・連動率 98.6%
・画像対応枚数 24枚/24枚
・連動率 92.5%
・画像対応枚数 23枚/23枚
・連動率 88.9%
・画像対応枚数 30枚/30枚
・連動率 81.1%
・画像対応枚数 30枚/30枚

接客にも使えるMAP検索など、
他にない業者間物件検索機能をご用意

入力項目はどのポータルサイトに反映されるか一目瞭然

※2015年6月末時点の連動率です。
※ポータルサイト連携先拡大予定。

株式会社埼玉丸山工務所
所在地

埼玉県さいたま市大宮区

事業内容

総合建設業・建物管理業・不動産業・一級建築士事務所
お部屋探し・新築住宅・マンション経営まで、埼玉丸山工務所（マンションセンター）は、
お客様にあった住まいをご提案致します。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

自社物件の仲介と
他社への情報提供
繁忙期に両立を実現し、
売上増加を達成
株式会社プランニングサプライ
アパマンショップ広島大学前店
店長 田儀 正則様

キマRoom!導入会社インタビュー。全国のアパマンショップ加盟店の中でも、毎年繁忙期に全国トップクラスの営業成績を収める。
広島市・東広島市で5000戸を超える管理物件を抱える株式会社プランニングサプライ・広島大学前店 の店長 田儀様に多忙を極める同社での
キマRoom！活用方法を伺いました。

オーナー様のため、他社にも付けてもらう必要があった
広島市については、物件資料取り寄せるのが面倒くさくて、
なおかつ新しい情報が欲しい。
そんな時に、
他の会社が使ってるのを聞いて、
モノが良かったっていうので導入させて頂いたのが
きっかけです。
仲介の立場として、
お客さんにより新しく鮮度のいい物件を紹介する為ですね。
当社のシステム
は営業が物件情報を打ち込まないと情報が更新されませんので、社員の人数的に登録・更新が
難しいところがあります。
キマルームを他社さん達がやってることが前提にはなりますけども、
そういう登録・更新がいらないというのが一番のメリットじゃないかなと思います。
また、店舗で
インターネットの物件情報のメンテナンスを行っていますが、
キマルーム無しではメンテナンス
は出来ないですね。

▼ 今までに無いメールによる空室一覧配信機能

東広島市については、管理戸数も仲介件数も多いので、
どちらかと言うとそういった現場のメン
テナンスより、業者サービスをきちっとしようということで導入を決めました。以前はメールで空
室情報を配信していましたが、他社さんがキマルームに参画していて、
この配信方法の方が絶対
に良いな、
と感じました。
また、現場の営業の立場からも紹介しやすいと評判になり、導入するこ
とになりました。
弊社では入居率９５％以上という目標があります。
オーナー様も大事なお客様です。
そのオーナー様から預かった物件を満室にしなければならない。
しかしながら管理物件は増え
ていきます。空室に困ったオーナー様が弊社にいらっしゃるからです。
それを満室にする計画を
立てなければいけない。
そうすると、入れても、入れても、空室率が減らない。
じゃあどうするかと
いうと、店舗を増やす。
そうすると仲介件数が増えるので入居率が高まる。
でもさらに入居率を

オススメ物件やキャンペーン情報の告知、
全物件の資料、
申込書の共有が可能

高めようとしたら、他の業者さんにつけてもらうしかない。
そこに力を入れたいけれど、今までの
やり方だったらやりにくい、
ということでキマルームを導入しました。

自社物件の仲介と、
他社への情報提供サービスの両立を実現
一番良いのは、
とにかく業者さんからの問合せ内容が減少したという点です。今までは凄く細かい
問合せや、
物件資料を送らないといけない。
その対応はとても大変でした。
それが今ではキマルーム
にある程度情報があるので、
業者さんも分かってる。
だから極端に言えば空室の確認だけの問合せ
になった。
これは本当にありがたいです。
今までのやり方だと、
物件資料が届くまでに、
賃料だ、
礼金だ、
聞かなきゃいけないじゃないですか。
下手したら資料が届かないっていう業界です。決して悪意があるわけじゃないですけど、
３月に
バンバン問い合わせ有っても、対応するのは無理ですよね。
どうしても自分たちの方を優先せざる
をえない。他業者さんへの対応が疎かになっちゃって、業者さん向けのサービスが出来なくなる。
キマルームを使うようになって、FAXを送らなくていいだけでもメリットですし、
すごく楽です。
キマルームのサービスでメールも一斉に送れるから、
それが非常に楽だなと感じます。併せてログ
も見れば、
どこの会社にアプローチかければいいのか考えやすくなる。
ウチの物件を見てくれてる
会社に営業マンが直接行って
「宜しくお願いします」
って言える。
これは良い機能だな、
と感じます。

お客様にスムーズに物件資料をご紹介出来る、便利なツール
お客様にスムーズに情報が出せるのはメリットだと思います。
来店されたお客様に対して、待たせない。
そういうことによって、僕らは物件をよく知ってるっていう風に思ってもらえますし、
スムーズじゃないと
絶対おかしいことになる。
お客様に対して
「少々お待ちください」
とは出来るだけ言いたくないですからね。
「少々お待ちください」
ばかりの営業の方を
お客様は信頼出来ないと思うんです。
お客様に対してタイムリーな物件資料を提供出来る場合というのは大手管理会社さんの物件くらいじゃない
かなと思う。
キマルームだと地場の不動産屋さんの情報もタイムリーに紹介できる。
これが最大のメリットかな。
ご案内する際には、
まずはスッと資料を出したいですよね。資料がない事には何もできないですし、
あたふたした姿をお客様に見せたくないです。
お客様に
「ちょっと待って」
って言う不動産会社さん、多いと思うんですよ。
それは接客する上で、仲介の接客レベル、接客の品質みたいなものに
関わって来ますから。
また、特定の地域に強い業者さんや地域に根差した老舗の不動産会社さんにキマルームに参画してもらっているのが嬉しい
です。
ニッチな所にも手が届くというのはより良い営業が出来ますから。

▼ キマRoom!の情報はすべてがリアルタイム

新規物件、
条件変更物件だけをリアルタイムで収集可能です

お客様を待たせずスムーズなご案内が出来るMAP検索

メール配信済み情報もリアルタイムに更新されます

株式会社プランニングサプライ
所在地

広島県東広島市

事業内容

賃貸管理、賃貸・売買仲介、マンスリーマンション、
リフォーム、企業社宅管理、プロパンガス事業
当店では広島大学周辺エリアを中心に東広島全域の不動産物件を最も多く管理をさせていただいております。地域
で必要とされる不動産会社として、お気軽にご相談いただける会社になれるよう頑張って参ります。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

電話のやり取りが激減。
会社全体の労力を
大きく削減。
島根不動産株式会社
ピタットハウス安佐南店
店長 泉 慶太様
ピタットハウス楽々園店
賃貸仲介グループリーダー 藤田 千恵様

キマRoom!導入会社インタビュー。広島市佐伯区と安佐南区にピタットハウス加盟店２店舗を展開する島根不動産株式会社。
約2,000戸の管理業務を中心に、物件オーナーへの相続支援から近隣大学学生との共同プロジェクトまで、地域に根ざした幅広い業務を行う
楽々園店より藤田様、仲介業務の割合が高い安佐南店より泉様、
お二人にお話を伺いました。

今まで出来なかった、業者間のスムーズな情報共有が出来るようになった
仲介の立場からですと、今までは個々の管理業者さんに空室を電話で確認をしたりとか、資料をFAXしてもらったりとか、
っていう手間暇が結構か
かっていました。
それが、電話しながら情報を頂いたり、確認しながら条件をクリックして、
パパパっと出せて、
パソコン見ながらでもお客さんへの
紹介がスムーズに出来るようになり、
それ以前とは全然違う感じです。
今までこれほど使いやすい資料はなかったですし、
当然、他社さんに資料を依頼してすぐに送信いただけるわけはないですし、FAX送ってください
と言われても、
その時忙しかったら、送りたくても送れない。FAXくださいって依頼した時に送っていただけないと、仲介の接客をしている側からす
ると正直、
つらいです。窓口にお客さんが来ていて、FAXがくるまでちょっと待ってくださいっていうのは、
お客さんからすると無駄な時間になってし
まいます。
それが、
パパパっとこういうのがありますよとご案内できて、
内覧のご希望をいただければ、念のため電話で確認して、
あとはじゃあ行きま
しょうかっていう話が出来る。本当に紹介するにあたってスムーズに進められます。
逆に、弊社から空室を発信するにあたっても、
キマルームで一括管理出来るようになることに

▼ 仲介時に必要な情報をリアルタイムに伝える物件資料

よって情報発信がしやすくなったことは大きいです。本当今までは結構手間だったんです。
エクセ
ルで作る一覧。入れる箇所も限られますから、
やりにくいし、週に一回くらいメンテナンスして送
ってましたが、
ぐっちゃぐちゃになったりするんですよ。
エクセルで切って貼ってとかやって。間違
えも多いし、入れとかないといけなかったのに入ってなかったりとか、忘れちゃってたりとか。
そこまでしても、仲介業者さんに対して、限られる枠のなかでは知りたい情報全てを届けること
はできないんですよ。仲介会社さんにとって、相手をするお客さんによって欲しい情報は変わっ
たりしますから、
キマルームのように資料形式になるのは見やすいです。写真も結構多く入れら
れる。一覧や資料からその場で写真を見せてっていうのは今まで本当に出来なかった。FAXで
資料がきても真っ黒ですからね。写真が全く見えない。行ってみないとわからない。
仲介側からすると掛ける電話もその分減ってきています。
キマルームを見れば物件紹介ができ
ますから、
スムーズですし、FAXを待たないで良いですから。
キマルームを見て電話しましたって
言うと、
わかっていただけるので、元付会社さんに電話しやすいです。電話を受ける管理会社側
としても聞かれる内容はピンポイントで、聞かないといけないところはもう明確なので、
余計なも
のがカットされた状態の、核の電話みたいな感じになるので、
ラクですし、
スムーズです。

物件資料、写真、地図でしっかり情報をが伝えることが
できるため客付け会社からの問合せは激減。

電話のやり取りが従来の10分の１に。
会社全体にかかっていた労力を大きく削減。
キマルームで空室共有しだしてから、FAXの数は少なくなりました。FAX流してくださいっていう
問合せ自体が減ったので、物件照会の時間、労力っていうのはかなり軽減されました。
私たち管理会社にかかってくる電話のほとんど、六割七割ぐらいがいわゆる空室確認とか資料く
ださいとか、見たらわかっていただけるお問合せが大半です。
キマルームを使うことによって、
仲介業者さんからすると見ればわざわざ聞かなくてもわかる話ですし、
資料も自分でその場で印刷
できるので、
やる前の電話の量を10としたら１ぐらいです。
キマルームのおかげで全然違います。
キマルームを使う前は机中にFAXで送らないといけない申込書とか、送らないといけない物件資
料とか書類が並んでたんです。資料流してくださいっていう電話を、
１時間の間に10社ぐらい受
けるんです。10社受けてるものの、
自分も案内に行かないと行けないので、2時間後になってよく
やく送ることができるとか。
で、案内から帰ってきたら机の上が書類がブワーッ、
みたいなことがし
ょっちゅうでした。
もう日常です、
それが。
さすがにこれ送るのちょっとしんどいなぁ、
みたいな。
申込書にしても、送ってくださいって言われたら全部自分達で条件記載をしてたんです。誤解されたりしたらトラブルに繋がるので、、更新事務手
数料いくらとか、
この条件は敷金がいくら家賃がいくら水道料がいくら鍵交換がいくらっていうのを全部自分達で書いて、
それを説明してもらえ
るように送ってたんです。
だけど、
それが今はキマルームに申込書をアップできるので、
それらの作業が不要になりました。
たまに間違えて送って来
る方がいても、
キマルームで書類取り直して、
内容改めて送って下さい、
って言える。
だから、
申込書を送ってくださいって言っていたのにまだですかって？電話もかかってこなくなりました。
それがあると
「誰が聞いてる？誰が聞いて
る？」
「あ！私。」
「でも今送れない」
みたいなことになって、一人の手間じゃなくて二人、三人に伝染していって。雪だるま。
自分が送れないばかりに、
他の人が送らないといけなくなって、会社全体ですごい労力がかかっていました。

一度試しに使ってみないとわからない。情報の受け手のことまで考えられたシステム。
一回使っただけで、
よさが解ると思います。
たぶん一回使ったらやめられる方って少ないと思うんですよ。料金もすっごく高いっていうわけじゃない
ですし、
この金額だったら1件決めてもらえれば全然回収できるので、
まずは試してつかわれることをおススメします。見る側、閲覧の方に立ってみ
るだけで便利さが変わってくると思います。
地場の不動産業者さんには是非入っていただきたいですね。
良い物件持ってるのに情報発信が無い会社さんには、
いつもこっちから電話掛けて、
無いですか？って聞くようにしていますが、仲介会社さんによってはどうしてもキマルームに載ってる業者さんを優先して紹介されることもあると思
います。載ってない業者さんはのことを忘れてしまうことは実際にあると思いますし、
その場合自社の物件を決めてもらえなくなってしまって、
出遅
れてしまう。
載ってなかったら無かったものになってしまう、
ということを言われていた仲介会社さんもおられました。
紹介する際にも、
キマルームから
資料印刷して出しますが、
載ってない会社のものは、
資料が手元に無い場合、
ホームページを印刷して出すわけにもいかないので、
とりあえずこれを
先に送っとこう、
それでその物件の紹介だけで終わってしまう、
みたいな感じのことはどうしても繁忙期は起こってしまします。
管理会社にとって大事なことは、客付け会社さんが、
すっと物件情報にアクセス出来てすっと紹介できる状況を、
いかに管理会社として作ることが
できるか、
ということだと思います。
FAXで資料が来ると、真っ黒で何も見えないですよね。一方、
キマRoom!はカラーの資料で写真がたくさん確認できます。仲介会社向けサイトを
持っている会社さんもありますが、僕が紹介する時、
まずはキマルームとか見やすいところを見ながら紹介して、
そういう会社さんの物件はどうして
も後で見ることになります。
それは、管理会社として、管理物件を埋めるデメリットになってしまっていると思います。
ですので、客付け会社さんがど
のように物件を紹介しているのかをよく考えて、弊社も家主さんからお預かりした管理物件を埋めるべく日々努めています。

島根不動産株式会社
所在地

広島県広島市

事業内容

賃貸仲介・管理業、売買仲介業、相続支援、
高齢者賃貸生活支援、リフォーム、損害保険代理業
私達は地元広島で昭和41年（1966年）に創業し、土地や建物を中心とした住まいに関する情報の収集と提供、賃
貸生活のトータル支援、質の高い土地利用コンサルティング等を通して住社会で大切な役割を担っています。
これからも、不動産のプロフェッショナルとして、より付加価値の高いサービスの提供を目指していきます。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

他社コンバーターと
遜色ない機能で
ランニングコストは
7分の1以下に
株式会社East＆West
代表取締役 伊藤 昌幸様

キマRoom!導入会社インタビュー。恵比寿駅を中心とし、恵比寿・代官山・広尾・中目黒エリアに特化した地域密着型で 賃貸仲介業を行う
株式会社East＆West、優しそうなソフトな語り口の代表伊藤様にお話をお伺いいたしました。

破格コンバーターという謳いのDMに目が留まって
導入のきっかけは、
ポータルサイトの掲載費用やシステムなどに使う費用を減らして、
その分の費用を自社HPにかけて充実させていこうと考えてい
た時期があり、今まで使っていたコンバートシステムをやめて、
ポータルサイトへは手打ちでやることも検討していました。
ちょうどその時、格安のコンバートシステムという謳い文句のDMをみて5000円位の投資だったら、多少悪くても手打ちよりマシかもしれないと、
とりあえずちょっと話を聞いてみようと思ったのがきっかけです。

以前の利用していたコンバーターと遜色なく、経費は7分の1
5000円という破格の金額なので、
きちんと機能するのか、安かろう悪かろうではないのかとの
懸念はありましたが、
実際案内を聞いてみると、
とくに問題もなさそうで、
コンバートシステムとして
一定水準以上でしたので導入を決めました。
実際使ってみると、以前使っていたコンバートシステムと比べて遜色なく、
さらにコンバートの
システム費用が7分の1に圧縮できました。反響なども依然と比べ落ちたという事も全くありま
せんし、
まさに良いタイミングでキマルームに出会えたなと思っています。
さらに言うと個人的に
はキマルームは他のシステムと比べてレイアウトが見やすくて、入力の際、項目別にタブの切り替
えをすることなく、上下にスクロールしてすべての項目を入力できるので、非常に入力しやすいと
感じています。以前使っていたシステムよりも入力のスピードもアップしたというのが実感です。
また日々の機能改善のスピードも早く、以前要望としてお伝えしたこともすぐに対応してもらえ
ました。
そのような姿勢もとても良いと思います。導入時と比べ画像の枚数や、
コンバート回数も
増えましたし、
もうほとんど問題ないレベルで使わせて頂いています。
バージョンアップも早いの
で大変なところもあるかと思いますがバージョンアップ情報をもっとまめにお伝え頂けると助か
るかなと(笑)。

客付会社も評価するメール機能
弊社ではキマルームの空室一覧一斉配信機能の利用はしておりませんが、他の会社さんから
キマルームを使って配信されたメールも届いています。
こちらは一覧性もよくてリアルタイムで
非常に使いやすいと思います。
客付け会社からしても、見ればほとんど十分な情報がわかります。物件の更新日時が見やすく出て
おり、物件情報がリアルタイムで更新されているので情報の鮮度が担保されている。
その為、確認
の電話をする数もぐっと減ると思います。電話を受けるほうもするほうもストレスがかかるものな
ので、客付け会社も非常に助かると思います。
キマルームのメールを大手の管理会社さんが使って
くれると、私自身も積極的に見てみたいなと思います。

▼ スムーズな情報共有が可能なキマRoom!の空室一覧配信機能

受け手の客付け会社は、ID・パスワード不要で
スムーズにアクセスできます

更新日時や募集物件の詳細資料、
写真や周辺MAPの確認も可能

キャンペーン物件などの告知や申込書の共有も可能

コストパフォーマンスは随一のコンバートシステム
今まで複数社のコンバートシステムを使ってきましたが、
それらと比較して全く問題が無い様に思います。
この価格でこれだけの水準のコンバート
機能が使えればいう事はありません。
コンバート機能で見るとコストパフォーマンスの高さでは随一ではないでしょうか。以前使用していた
コンバートのシステム会社にはよく問い合わせをしていたのですがキマルームを導入してから、特に困ることが無いので問合せは減りましたね。
また会社としてのフットワークも軽く、
お客の要望を吸い上げる姿勢も強いので今後の変化の期待値も大きいです。
ポータルサイトへの入稿のお手
間についてのお悩みがり、
かつ費用をあまりかけられないのであれば一度ご検討されることをお勧めします。
▼ ポータルサイトへの入稿の手間を最低限にするキマRoom!のコンバート機能

クリック一つでポータルサイトへ掲載

物件の登録画面ではどの項目がどのポータルサイトへ
コンバートされるかをアイコンで明記

登録できる画像はポータル対応30枚、
ドラッグアンドドロップで簡単に登録可能。

株式会社East＆West
所在地

東京都渋谷区

事業内容

賃貸マンションの不動産仲介、賃貸マンションの入居募集代行業務
三方よし「貸し手よし」
「借り手よし」
「自分よし」というモットーを大切にしています。
恵比寿の不動産に関することならワンストップで解決できる【専門家集団】を目指し、恵比寿周辺の物件の取り扱い
を中心に地域密着型の仲介業務をやっています。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

お客様をお待たせしない
応対を実現。
来店率・成約率共に向上。

株式会社部屋店
賃貸営業部
取締役部長 柴田 仁様

キマRoom!導入会社インタビュー。広島で仲介店舗12店舗を展開。賃貸管理、法人顧客対応それぞれに専門の子会社を持ち、全国にもその名が
知られる、株式会社部屋店。今回は、会社全体でお客様の満足を追求し、
リピートのお客様・ご紹介のお客様を増やすことに注力されている
取締役部長 柴田様に、
キマRoom!をどの様に業務にお役立て頂いているのか伺いました。

物件ご紹介のスピード、接客の質を高めたい
導入のきっかけは、
お客様をお待たせしないということを追究したかったからです。
ある程度経験を
積んだスタッフであれば、
ご来店から物件提案、
ご案内までがスムーズに行われています。
ですが、弊社では新卒採用を主に行なっているため、経験不足からお客様をお待たせする事が増
えてきているなとマネジメントの部分で強く感じていました。
待たせてしまう大きな要因としては、
お客様からヒアリングした条件に基づいて物件を提示してい
くところ、要は提案のところが一番時間がかかってしまい、
よく待たせている。席から離れて、
カウン
ターに戻って、色々な業者様の空室情報を確認しながら同時に資料をもらうための問い合わせを
しながら、、、
ということをやっていたので、
それは無駄が多いな、
ということになりました。
ヒアリングが終わって、
ある程度情報量という形で提案できるまでは、最長でも30分以内で済ま
せてほしいな、
と思っています。僕の感覚ではですね。30分以上かけちゃダメかなと思っています。
ヒアリングも含めて、
ある程度まとまった情報をご提案するまでの時間は、最長30分ですね。
ケースにもよりますが僕の感覚では30分以上かけ
ちゃダメかなと思っています。情報をまとめて閲覧できる事で、紹介漏れが無くなるということもメリットとしてあります。人によって、空室情報を全
社確認する子もいれば、
自分の知識だけでやる子もいます。
そうすると、
どうしても紹介漏れが出てくる。
つまり、営業マンによってばらつきができ
てくる。営業スタッフの数が増えると、
どうしても能力に差が出て来るので、
そこのベースを揃えるために、
キマルームは必要なツールだと考えてい
ます。
▼ スムーズな接客を可能にするキマRoom!の多様な検索軸

求める情報がスムーズに得られる、
5つの検索軸と業者間に特化した検索項目をご用意

新規物件、
条件変更物件だけをリアルタイムで収集可能です

接客にも使えるMAP検索など、
他にない業者間物件検索機能をご用意

お客様をお待たせしない応対を実現。来店率・成約率共に向上。
キマルームを使い出してから、
お問い合わせをいただいたお客様に対してのレスポンスが早くなりました。資料請求も9割方メールで、
FAXは
ほとんど無いですね。
グループ会社である部屋店の社宅リーシングでもほとんどがメールですね。FAXだとちょっと珍しいねっていう感じです。
来店のお客様以外の、
いわゆる反響に対してのレスポンス向上については、
当初の導入目的にはなかったんですが、
結局は待たせないっていうことに
繋がってますね。
クイックレスポンス対応ができる分、成約率は上がりました。
スタッフの実感値としても上がっていますね。
もちろん来店率も向上中です。
現在平均で60％くらいでしょうか。問い合わせに対して、
すぐにお返事ができることで来店につながり、
ご来店されたら情報を漏れなく提供して、
ご契約いただくというところまでがきれいに結びついるのだと思います。
仲介において、
お客様を待たせないというのは、
サービス品質としてすごく重要だと思ってます。
お客様の大事な人生のお時間をいただいてるので、一分一秒無駄にしてもらうのも申し訳ない
じゃないですか。逆の立場なら嫌です。1時間も2時間も待たされてっていうのは。
いかに良い接客をしても、
また来よう、
って中々ならないですよね。
仲介のお仕事はお客様にまた来ようって思って頂けるかがとても重要だと思っています。

▼ 仲介時に必要な情報をリアルタイムに伝える物件資料

他社への情報共有の質が上がり、
契約件数が増加
管理部門での効果ですが、他社付けが増えたことで総契約件数がふえましたね。
明らかに。
あと
は、資料を送る手間がなくなりました。定期的に自社でメールで空室一覧を送ってはいたんです
が、
どうしても文字だけで判断って難しいですよね。
ずっとやってはいたけれど、帯のこの一行で
判断するのは…。経験値のある方であれば、
「あ、
これは」
ってピンとくると思うんですけど、経験
が浅い方が見た時にそれをどう感じるか。
キマルームであれば、資料がちゃんと入ってるし、写真も併せて確認できるので、
その影響が大
きいと思います。

物件資料、写真、地図でしっかり情報をが伝えることが
できるため客付け会社からの問合せは激減。

お客様対応の時間も、従業員教育の時間もスピードUPを図れる便利なツール
キマルームを導入するとスピード感が出ます。
あと社内での情報の格差が無くなります。
もちろんゼロにはならないですけど。
かなり差は埋めることができるかな。
仲介だと、
このエリアだったら
この会社が強いよっていうのがパッと出ないとダメ。
あと、一番助かっているのが、分譲賃貸を探す時です。分譲マンションって1つの業者さんが
持ってるわけじゃないので、
あれどこが持ってたっけって探す時間が無くなった。
便利ですよ。
これはすごく良いと思いました。従来であれば、
そういうのをひとつひとつ覚えていかないといけない。思い出せなかったら紹介できないですから。
どこだったっけって色々なとこに問い合わせしながら探すのって、色々な人の時間を奪ってしまう行為ですからね。
キマルームみたいな道具を使えば、
そういった覚えるという行為への時間圧縮に繋がる。
それによってできた時間をお客様や自らの為に利用でき
るとしたら、
良いですよ。即戦力になるな、
と考えています。
当然そこには各会社さんが大切にしている事や基本はしっかりやれよ、
っていう社員教育
がもちろんあった上でのことですけどね。

株式会社部屋店
所在地

広島県広島市

事業内容

賃貸仲介・管理業 、不動産活用の総合企画、損害保険代理業、広告代理業、リフォーム、その他
私たち部屋店は、社会・お客様・キャスト全てに「ありがとうを追求し、笑顔を創り出す事」を使命として、ふれあえる全ての方
に信頼できるサービスを提供していきます。
部屋店はただの不動産会社という位置づけだけではなく、サービス業、つまり喜んでいただくことを仕事と捉えて来ました。
これからも、変化と進化を続けながら、夢と感動を創り続ける企業であり続けていきます。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

高いコストパフォーマンス、
業者付の多い
会社にオススメ
きらめき不動産株式会社
賃貸管理部マネージャー 岸 明日美様
賃貸管理部 尾上 晶子様

キマRoom!導入会社インタビュー。投資家オーナーを対象に、収益物権の売買仲介、賃貸管理を行う、
きらめき不動産株式会社。
投資家のため、入居率にこだわり、他社で入居を断られた人でも、
出来るだけ受け入れるスタンスで仲介会社様からも頼りにされる、
賃貸管理部の岸様・尾上様にお話しを伺いました。

客付け会社に
いかに広くアピールできるかが課題だった。
弊社は路面店ではなく、
自社集客より他の客付会社さんに入居付けをお願いしているので、
より客付け会社さんに物件のアピールを効果的にするにはどうしたらよいかという課題感が
ありました。
導入のきっかけは正に、
キマルームを使えばより、客付会社さんに効果的にアピールできて、
多くの会社さんとつながれると思ったからです。
既存の業者間サービスのREINSは見られるのを
待つスタイルですし、FAXの一覧だと連絡先を知っている先にしか送れない。
キマルームだと
今まで接点のない会社も含め、
とても手軽に何千件という送り先に送れるので、
より広く自社物
件をアピールできて、客付け会社さんとのお付き合いも広げられると思ったからです。

気軽に空室情報を共有できる。
客付け会社との関係の長期化も

▼ 情報発信に貢献する配信先リスト

いままでFAX用の一覧を作成して送っていたのを、
メールに切り替えて気軽に広く送信できる
ようになり、結果、広く客付け業者さんに情報を届けることができるようになったと感じます。
客付け会社さんによっては一つのお仕事が終わると、
大体そこでご縁がなくなることも多いと思う
のですが、
中にはすごくお互い良い関係になって、
終わっちゃうのが惜しい方とかもいらっしゃる。
そこでキマルームにメールアドレスを登録し、
空室情報をお届けすることで、
また継続的に情報を
見てくださる方もいらっしゃるので、
いくつかの会社さんとの関係の長期化がはかれたこともよ
かった点だと思います。

空室一覧配信先は首都圏約15,000店舗から
リストアップするだけでなく自社で独自に設定も可能

対オーナー様に対する
アピール・説得資料に活用
キマルームはオーナー様へのアピールとして使わせて頂いています。業者間の募集媒体として
レインズは普通の事じゃないですか。
オーナー様からしても、
それ以外何をしてくれているのか
って事になるので、
われわれはプラスアルファで、
こういった手法でも多くの業者さんにアピール
していますよと、他社との差別化っていう面では出来ているのかなと思っています。
ログ機能で、
これだけ物件が見られていますと数字上でお話もできます。
ログ機能でどの物件の反響があるのかとか、
どの客付け会社が見てくれているのかという動向が
わかるのもいいですね。
そこで得られた情報は対オーナーさんと条件交渉をする際にも実際に使
わせて頂いています。
「うちが使っている客付け業者さん専門に流しているサイト上
（キマルーム）
でも、
あまり閲覧されていないので、恐らく家賃が高いと思うんですよ」
とか。実際そこはこうなん
ですよ、
みたいなことが言えるので、条件を変えたほうが閲覧数が上がるので、
お願い出来ませ
んかっていう提案が出来たり。
そこらへんはデータで見せる事が出来るじゃないですか。以前は
データが取れなかったので、
口頭で言うしかなく、
データで見せることでオーナー様にも安心と
いうか、納得感を持ってお話しさせて頂けていると思います。

高いコストパフォーマンス、業者付の多い会社にオススメ
継続して使わせて頂いている中で、
キマルームの認知度も高くなってきて、
キマルームからのお問い合わせも増えてきていると感じています。
対業者さんに対して積極的に情報を届けるとなるとFAXの一覧を作って送る等の方法になるかと思いますが、作成の手間や、
そもそも知っている
先にしか送ることができないですし、情報も送った時点から古いものになってしまう。
見る側の業者さんのことを考えても、
キマルームならいつも最新の情報で、見やすいレイアウトなので業者さんにも喜ばれると思います。
また、
キマルームでメールアドレスを登録することで、
それらの業者さんともつながれて巻き込めていると感じます。
また業者間でのログも見れるので、
物件の反響もわかって興味深い情報が取れるのもいいですね。
これらが非常に低コストで利用できるのでコストパフォーマンスも高く、弊社のように他業者さんに頼るスタイルの会社さんにとって使わない手は
ないと思いますね。

▼ 最新の物件情報だけでなく自社の物件情報を客観的に観測できるキマRoom!

更新した情報はリアルタイムで客付けにアピール

自社の物件がどれだけ見られているか
また印刷されているかの推移も確認可能

具体的にどの物件が閲覧されているか把握可能なので
オーナーに対する資料として活用可能

きらめき不動産株式会社
所在地

神奈川県横浜市中区

事業内容

不動産売買業務、不動産投資コンサルティング業務、収益不動産管理業務、不動産投資セミナー業務、損害保険代理店業務
「オーナー様と孫の代までのお付き合い」を目指し、
人生における資産活用の柱としての不動産投資をプロフェッショナルな視点からサポート致します。
オーナー様と二人三脚となってアセットマネジメント・プロパティマネジメント両輪でオーナー様を支え続けていくことを
使命とし常にベストな提案を追求し続けて参ります。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

きらめき不動産
代表 後藤 聡志

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

時間は効率的に
使わないと損。
管理戸数500戸以上の
会社は即、使うべき。
株式会社賃貸アドバンス
代表取締役 山崎 裕之様

キマRoom!導入会社インタビュー。会社設立からわずか４年、従業員数5名で管理戸数をゼロから1,100戸まで増やした株式会社賃貸アドバンス。
管理戸数増加のため、
自ら専門部署を立ち上げ、
日々オーナーへの営業活動や入居者対応にあたる、代表取締役 山崎様にお話しを伺いました。

広域に存在する管理物件

募集業務の手間をキマルームで解決

元々は仲介業務中心の会社でしたが、仲介は水物。経営の安定のためにも、専任の管理物件を増やして行くことが必要だと考えています。
ただ、他社さんの様に、集客用ホームページの一部にオーナー様向けのコーナーがあるとか、管理部門の専用電話回線が無いとか、
そういった
差別化が出来ていないようなことはしたくなかったので、管理部門を立ち上げ、管理戸数を増やすために管理部門の責任者をやっています。
ほとんど一人でやっているものですから、
ある程度効率を考えなければなりません。今までのやり方だと、一斉にFAXを送ってみたりとか、
あるいは
紙媒体をばら撒いたりとか、待つことしか出来ない営業で、広域に物件を持っていると、
それぞれの地域ごとに客付をお願いしたり、電話のやり取
りをしなければならず、手間が多かった。
それがキマルームで一発で対応できる、
それが一番のポイントです。

業者の情報収集状況をチェック。
紙媒体では出来なかった効果的なアプローチが可能に。
ログの機能が良いな、
と感じて導入したのですが、実際使ってみるとやはり良いですね。
どの物件が業者に見られているとか、
どの業者さんが資料を印刷してくれているのか、
とか、
細かい情報がわかって、
そういった情報は凄く重要です。
今までのレインズや紙媒体を使っていた際は、
当然ログが取れない。成約した業者さんの実績は手元の集計で把握は出来ていて、
その業者さんに
対しては資料をこまめにFAXするなどしていたのですが、
そうではない、成約に至る前の段階の業者さんが沢山いるわけで、
そこに対して攻めの
アプローチが出来ず、取りこぼしが起きていました。
また、成約時の情報しかないと、次のアクションが打てないんです。特にFAXなどの紙媒体の場合、送っている、見てくれているであろう、
という感覚
だけしか得られないですから、作業でしかないです。長期空室になったら、感覚を信じてまた紙を撒く。運任せの繰り返しでしかない。
その点、
キマルームはアクティブな会社の情報が、問い合わせ頂く前の段階から簡単に入手できるわけですから、
やっぱり良いですよね。
使ってみて分かったことは、意外と多店舗の大手仲介会社であればあるほど、
メール自体を見ていないことが多いです。
ネットに対して敏感な店長
さんがいるようなお店であれば見て頂けるのですが、
まだまだアナログでやられているようで、
そういう会社さんにかぎって昔ながらの紙ぺら一枚
の空室情報下さい、
というようなお電話を頂くことが多くて、
ああ、遅れてるな、勿体ない事をしてるんだな、
と思います。逆に、今までお問合せが無
かったような、地域の不動産屋さんからのお問合せは増えています。都内の物件に対する問合せは明らかに今までと違っていて、正直聞いたことが
無い会社さんであるとか、賃貸やられている印象が無かった会社さんからもお声掛け頂いています。都内の会社さんだと、個人のメールアドレスを
スマホで確認されていることが多いようで、個人アドレスに送って下さい、
というご連絡を頂きます。
そういう方の方が、情報感度が高いというか、
閲覧されている回数は多いですし、客付して頂ける割合も高いです。

週２日かけていた業務をクリック一発で解決
管理戸数を増やしたい、管理戸数が500戸を超えて来た、
という段階で、普段の営業活動や様
々なトラブル、業者間のやり取りなどが業務時間に占める割合が高くなって、
それまで週２日程
度かけてやっていた業者さん回りやFAXの資料作成などに時間を割けなくなっていました。
その、削ろうと思っていた業務を、一発で効果的にやってくれたのがキマルームです。週のうち
２日かけていた業務がゼロになって、
その分他の仕事が出来るわけです。今までのレインズなど
の業者間システムだと、情報が無く、待つしかないので手さぐりで業者回りをしていたのが、
仲介して頂けた不動産会社様にだけ行ってしっかりコミュニケーションを取れるようになりまし
たから、明らかに効率的です。

媒体に掲載して、問合せが激減。革命的な出来事。

▼ 仲介時に必要な情報をリアルタイムに伝える物件資料

キマルームを使うようになってから革命的に変わったことがあって、電話の数が減りました。
もう、全然違います。
今までの業者間サービスは、情報を出したら電話が鳴りまくっていました。紙媒体は情報にタイ
ムラグがあるので、必ず電話が掛かって来ますし、
ネットの媒体でも閲覧数で料金取るようなも
のは、皆それを回避するために電話をしてきます。詳しい情報教えてくださいとか、
まだ空いてま
すかとか、鍵どこですかとか。資料見れば分かるだろう、
というレベルの電話です。直前に案内行
くんで空いてますかって確認はありだと思いますがね。
もうそういう、
見ればわかる話を隠したり、
わざわざ電話で確認しなければならなかったり、
というやり方は時代に合ってないですよね。
キマルームを見た人は、
もうそれを見て資料を印刷したり、勝手に現地に案内へ行ってくれてい
ますから。対応しなくてよくなった分、楽ですよ。仲介会社にとっても、
当り前ですが、
リアルタイ
ムに情報が得られるメリットって滅茶苦茶あるわけで、必然的にメールを見れば良い、
と言うこ
とになりますよ。
物件資料、写真、地図でしっかり情報をが伝えることが
できるため客付け会社からの問合せは激減。

時間は効率的に使わないと損。管理戸数500戸以上の会社は即、使うべき。
時間を効率的に使えます。
これが一番。
客付け、
入居者募集に対する能力はバッチリです。
管理戸数が500戸を超えている業者さんは絶対使ったほうがいいです。
500戸を超えたくらいから、
煩雑な業務が増えて苦しくなってきますから。
500戸以上持ってる業者さんは即やるべきです。
キマルームを活用するだけで1週間のうち2日ぐらい、
時間が空くと思います。時間は忙しい人でも忙しくない人でも、
どんな人でも均等にあるものですから、効率的に使わないと損だと思います。
私もキマルームをもっと早くに知るべきだった、
と思っています。
中には、
業者間なんて必要ない、
自社付けするから他社に出す必要が無い、
と言う方もいらっしゃるとは思いますが、
管理戸数が500戸を超えて来ると、
月10、20部屋くらい空室が出るんです。1,000戸を超えると20、30になるわけです。
そうなると、退去清算やオーナーとのやり取り、次の入居者を
決めるまで、全部を1カ月やそこらで終わらせるのは難しいと思います。
それであれば、他業者さんを使ってでも空室を決めた方が、
オーナーさんか
らの信頼が上がるのではないでしょうか。囲われている業者さんって、
ご自身の集客力と、
オーナーさんとの関係性に自信がある、
ということだと思
うのですが、
それは客付してなんぼのものであって、今は自信が有るのかもしれないですけど、
キマルームを使えば、今まで以上のことが簡単に出来
るようになっていますから、
そのレベルで満足していては甘いんじゃないでしょうか。

株式会社賃貸アドバンス
所在地

千葉県柏市

事業内容

賃貸仲介業、賃貸管理業、
リフォーム、資産活用コンサルティング

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

明らかに
電話の問合せが減って
業務がはかどり、
救われました
株式会社西住通センター
取締役 西渕 成美様

キマRoom!導入会社インタビュー。今回は、
「人と心を住まいでつなぐ」
をモットーに、人としての誠実さを大切にし、
オーナー・入居者・仲介会社
それぞれと深い関係性を構築されている、神奈川県の管理会社・株式会社西住通センター 取締役 西渕様よりお話しを伺いました。

他社が仲介しやすく、自社の手間がかからない。そんなサービスを待ち望んでいた
キマルームを利用されている会社さんから、
空室一覧が届いたのを見て、
「こういうのを望んでたの！」
と思ってすぐにセイルボートさんに連絡しました。
そもそも、弊社はオーナー様に管理を任せて頂いている物件の大半を他社に仲介して頂いています。
だから、言ってみれば、仲介会社さんが我々の
お客様のようなものです。世の中には入居者向けのサービスはいっぱいありますが、弊社は不動産屋さんが相手なので、
ターゲットが違うんです。
不動産業者同士でやり取りする際に、弊社の社員が手を止めることなく、
なおかつ仲介会社さんにパーフェクトなご案内をして成約に繋げて頂け
る、
そんなツールがあったらいいな、
と想像していたところ、現実に目の前に降りて来た。
そんな感覚でした。
だから、本当にキマルームを見た時は
目から鱗で、玉手箱を開けるように、驚きと嬉しさと、
「そうそうコレコレ！」
みたいな感じでした。

資料を共有する相手ひとりひとりに、
丁寧に資料の使い方をレクチャー
物件資料を見て頂けるよう、
メールの空室一覧を送っている業者さん皆さんに連絡して、私が
キマルームのメールの見方をデモンストレーションしています。
業者さんに店頭に来て頂いた際に、
パソコンを開いてキマルームの説明をして、電話が来たら
「とにかくメール見て、
そこのボタン開
いて」
という感じで説明して、
しっかり理解していただけるようお伝えしています。
メールを受け取る側にとっては山ほど来ている情報のうちの一つだろうから、気にしない人は気
にしない。
でもキマルームはそうじゃない、受信側にもメリットがあるサービス。受信するほうの
業者も使いこなして頂きたくて、
とにかく面白い機能がいっぱいあるから教えてあげるんです。
他と違うんだ、皆にメリットがあるんだ、
と言うことを、
使う側が仲介業者さんにアナウンスしてい
かなきゃいけないと思います。
だから、簡単に多くの会社に送れる業者間のツールではあるんだけれど、説明が出来る範囲の
決まった担当者にしか送っていないです。弊社の
「人と心を住まいでつなぐ」
という思いをわかっ
てくれるような人、信頼のおける担当者個人に宛てて送っている感じです。適切な人に、適切な
説明をキチンとしている分、
お互いの理解度、浸透度が深いんだと思います。

お客さんの前から離れることなく、
スマートな接客が可能に

▼ スムーズな接客を可能にするMAP検索

仲介会社さんにとって、
これを使ってお客さんに物件を紹介した方が絶対にいいと思っていて、
実際にそうされている会社さんもいると聞いていますし、我々からもそうして欲しいとお伝えしてい
ます。
今までのやり方だと、
お客さんに物件紹介する際に、
まず資料のファイルをバサバサ開いて、地図
開いて現地探して、
カギの問合せをして。案内する時も、
どの道を通ったらいいかわからなくて
しょっちゅう電話かけてくる不動産屋さんもいます。最近のお客さんは不動産屋の手際の良さや
動きをよく見ていますから、頼りなかったたり、
ぎこちない案内では絶対に決めてくれません。
でも、
キマルームを使えば、
物件資料や写真の確認、
鍵の所在、
周辺の地図、
ストリートビューまで、
全部わかる。
お客さんの前に居ながらにして、全て出来る。
お客さんから見たら、
スマートだと思っ
てくれると思いますし、安心して契約してくれると思うんです。
そうすると、仲介会社さんにとっては
現地案内までの時間が大幅に短縮出来て、案内する件数を増やすことが出来ますし、弊社にとっ
ても対応する時間が減り、成約数を増やすことが出来る。
そうなると、
もう今までのやり方が面倒
で仕方がなくなりますね。

接客にも使えるMAP検索はストリービューで表示も可能

明らかに電話での問合せが減り、業務がはかどるようになって救われた
まずはキマルームを見て欲しいです。
しっかりと一つずつ見て頂きたい。見れば良さがわかります。正直、
あまり言いたくなくて、他に広まって、皆が、
良い、
良い、
ってなるとヤキモチ焼いてしまうので、
こっそりしまっておきたいくらいです。笑
手前味噌ですが、弊社の物件は安くていい物件が沢山あります。
でも、今までのやり方では、結局どれだけ良い物件でも埋もれる。
日の目を見ない。
それは勿体ない事でもあり、悔しいことでもあり、何より大家さんに申し訳ない。埋もれさせないようにするには、相応の手段を使って、
写真とかも
いっぱい入れて、
とにかく物件を案内してもらう、紹介してもらいやすいように工夫するしかないと思います。
それがキマルームなら出来る。
出来ることがあるのに、
それを使わない意味がわからないくらいです。

▼ 物件を埋もれさせないキマRoom!のメールで一斉送信

一覧の送信先は首都圏約15,000店舗の
リストから選択可能

キャンペーン物件などの告知や申込書の共有も可能

他社の動きがわかるログ機能

株式会社西住通センター
所在地

神奈川県横浜市

事業内容

賃貸管理・仲介、売買仲介、建売分譲、
建築請負・設計企画
“人と住まいを心でつなぐ”をモットーに地域密着型の営業活動を行っております。特に賃貸部門には自信があります
！相鉄線沿線でお部屋探しの際はぜひ当店にお立ち寄り下さい。お待ち申し上げております。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

入居者募集の際の
３つの手間を効率化。
営業が営業に
集中できる環境を構築
株式会社天極
賃貸営業部 統括店長 永島 健様

キマRoom!導入会社インタビュー。
誰に対しても明るく感じの良い応対を心掛け、
お客様にどうしたら喜んで頂けるかを日々追求し続ける株式会社天極。
今回は、
そのノウハウが勉強会などで同業他社からも注目を集める、統括店長 永島様にお話しを伺いました。

現場の営業が、営業に集中できる環境を整えたかった

▼ 不動産業務に最適化したキマRoom!の登録一覧画面

弊社では、
管理戸数が6,000を超える管理会社としての業務と、
川越を中心４店舗を構える仲介会
社としての業務、
その両方を４店舗それぞれでおこなっています。
各店舗、
人員は限られていますか
ら、
現場の営業がお客様対応や仲介業務に集中できなければ、
店舗としての売上げや目標達成に
大きく影響が出てしまいます。
営業が営業に集中できる環境を整えるためには、
広告掲載の入稿業務・管理物件の他社へのご紹
介・他社からの問合せ対応、
この３つの現場に対する業務負荷を、
我々マネージメントする立場の
人間が軽減させてあげる必要があると考えていた時に、
同じ悩みを共有していた他社さんから
「面
白いのあるよ」
とご紹介頂いたのがきっかけです。

相手先の営業マンひとりひとりに、
出来るだけきめ細かく情報を届けたい
出来るだけ個人に狙いを定めて空室一覧を配信する様にしています。社内での競争が激しい仲
介会社さんだと、会社宛てに空室一覧などの情報を共有しても、最初に見つけた営業マンが情
報を抱え込んでしまって他の人に見せない、
ということもよくあるので、契約担当の社員が
1社1社回って、営業マン一人一人のアドレスを伺て来て、
出来るだけきめ細かく情報を見て頂け
るようにしています。
あとは、
それに併せて、
紙で
「キマルーム始めました」
というようなものをFAXに付けて送っています。
まだまだ
「紙で資料下さい」
とおっしゃる業者さんが多いので、
なるべく早く弊社からのメールを認
識して頂いて、
他社さんからの依頼がメールに集約されるように変えていきたいと思っています。

入居管理や他社への公開・非公開だけでなく
広告の掲載なども登録画面でボタン操作が可能

他社に空室を見て頂くきっかけが増えた一方で、
他社に問合せをする手間が減らせた
他社との情報のやり取り、
ポータルサイトへの入稿業務、
この業務の効率化という点で非常に
助かっています。
他社とのやり取りの部分については、
まだ活用し始めたばかりですが、業者付けの成約件数は
以前よりも増えています。明確に
「キマルーム見て」
とおっしゃって頂く反響もありますし、問合せも
頂いています。
ただ、
レインズも同時に利用しているので、
キマルームだけの効果とは言い切れませ
んが、
きっかけとして弊社の空室リストを見て頂ける機会が増えたということなんだと考えています。
今後、配信先を増やして行く予定ですので、
まだまだ増えそうだと期待しています。
それと、仲介する側からの視点でいうと、
川木建設さんとの電話のやり取りがこの繁忙期でだいぶ
減らせました。
川木建設さんは、新しい、
良い物件をお持ちで、
よく客付しているのですが、
それまで
1日5回は電話をしていたのが、
メールで一覧を送って頂くようになってからは基本的にはゼロになりました。現場の皆さんの更新が正確で、物件
情報がリアルタイムで見れて、写真も20枚近く見れる。資料も申込書も取れる、鍵の情報まで見れるということで、
メールの情報を見れば電話する
必要が無く、手間がずいぶん軽減されて助かりました。

広告入稿の際の負荷も軽減。
反響に影響が出ない、充分な連動率。

▼ キマRoom!のコンバートで業務負荷の軽減

コンバート機能については、SUUMOとの連動率が非常に良くて、今まで直接入力していたものと
ほぼ変わらない状態に感じています。HOMESについても、一部うまく連動していなかったことも
ありましたが、
キマルームは何かあればすぐに修正して頂けることが多いので、問題ないです。
こういったコンバートの機能を使うと、
どうしても反響に影響が出るということが有るんですが、
キマルームについては反響数にさほど変化、影響が無いです。
今まで４つのサイトに掲載していて、登録内容の質にこだわって全て直接入力していました。
ただ、反響数を増やすために掲載数を増やそうとすると、
その分手間が４倍。100件が400件分。
この業務が軽減できたのはメリットとして非常に大きいと思います。
・連動率 98.6%
・画像対応枚数 24枚/24枚

・連動率 92.5%
・画像対応枚数 23枚/23枚

入力項目はどのポータルサイトに反映されるか一目瞭然

・連動率 88.9%
・画像対応枚数 30枚/30枚

・連動率 81.1%
・画像対応枚数 30枚/30枚

※2015年6月末時点の連動率です。 ※ポータルサイト連携先拡大予定。

導入時のリスク少なく、業務負荷の軽減につながるサービス
管理物件の空室で困っている業者さんには、仲介を促進する手段としてオススメできます。
また、管理物件数が多くなるに伴って、雑務にあたる時
間が増えると思います。特に休み明けは入電数も多くなりますし、
メールも多いし。
そういった際の業務負荷の軽減にものすごくつながってくると
思います。
そして、
やっぱりコンバート機能を使っていない会社さん。
この3つのうち、
１つでも当てはまっていれば、導入する価値っていうのは非常に高いと思います。費用もそんなに高いものではないですし、
導入にあたってリスクは無いに等しいと思います。

株式会社天極
所在地

埼玉県川越市

事業内容

資産運用コンサルティング、賃貸管理・仲介、売買仲介、レンタルボックス・コインパーキング・自動販売機経営
「アパートプラザ」の愛称で親しまれている地元密着の不動産会社です。東武東上線に4店舗展開し、川越周辺エリ
アのアパート・マンションなどの賃貸物件を豊富に取り揃えております。明るく経験豊富なスタッフが親切・丁寧な応
対でお迎えいたしますので、川越エリアでお探しのお客様は是非当店までお越しください。社員一同、心よりお待ち
しております！

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

お客様

導入事例

空室一覧をきっかけに、
協力会社の
新規開拓が出来た

株式会社電通ハウジング
専務取締役 田中 洋平様
係長 稲木 一幸様

キマRoom!導入会社様インタビュー。今回は、賃貸管理・仲介、売買仲介と、住まいのトータルプランナーとして、
宮前平で35年、町の老舗不動産会社・株式会社電通ハウジング より、専務取締役 田中様・係長 稲木様 お二人にお話しを伺いました。

営業マンひとりひとりに資料共有し、自社の認知を拡大
他社にアプローチをかける際に、仲介業者さんの営業の方にメールアドレスを聞いて登録して、毎回そこにキマルームからメールで空室一覧を
直接送る手法が結構良かったのかなって思っています。
鍵を借りに来る時に名刺貰うようにしているので、
そこの名刺に有るアドレスを、
全部自分が
キマルームから送る空室一覧の送信先として登録しています。
対会社には接点が有っても、営業マン個人単位までにはなかなか繋がれていないですし、仲介会社さんは営業マンの横の共有ってそんな活発にし
ていなかったりするって聞くので、会社だけでなく営業マン個人にもしっかり情報を届ける、
それは非常に良いなって思っていました。今までずっと
一覧表を作って、一個一個FAXしてやっていたので、
そういったことも手軽にできるので、
すごいありがたいです。
仲介会社さんからも、
キマルームは便利ですよねって言われますし、私が定期的にメールを送っていて、
うっかり一日忘れてしまったりすると、朝イ
チに電話がかかって来て
「送られて無いんですけど」
って言われるようになって、
うちがいつ送ってるというのを把握して頂いているんだな、
というこ
とを感じ取れることもありました。

キマRoom!を使っていることが、オーナーへの訴求ポイントになりうる
このキマルームって、
パートナーとしての客付業者さんに残ってもらうために、
その客付けをしてく
れる人達に対してアプローチするツールなんですよね。
オーナーさんに対して、管理会社としてこう
いうシステムを使って客付会社にしっかりアピールをしてくれているんだ、
っていう安心感を与える
という意味でも訴求ポイントにはなるんじゃないかなと思います。
そこのすべというか、
パートナーシップを結んでいただいてる業者さんにいかに発信が出来るのか、
集客が多い地域の会社さんに対してアプローチがどこまでできるのかっていうのが大事で、
それを
ちゃんとやってくれている機能があるっていうのはキマルームの強みですよね。元々は、業者さんに
物件資料を送って、訪問して、
お願いします、
こんにちわってやってかなくちゃいけないのが、
キマルームからのメール機能で一応済んでいる。一つの手法として取り入れてますっていうのは、
管理会社にとってオーナーさんに対する売りになりますし。
昔から頼んでいる不動産会社が、
言ったのにポータルサイトに載せていないのよねとか、
載せている
のか載せてないのかわかんなくてお困りだったりするオーナーさんにとっても、
キマルームを説明
することで、
エンド向けにはコンバート掲載される、協力業者に対してもアプローチしている、
そういうことが理解して頂けると思います。

空室一覧をきっかけに、協力会社の新規開拓が出来た
ちょっと高額な、13、14万くらいの、
エンドユーザー向けだと線引かれちゃうような物件を任された時に、正直ちょっと大丈夫かな？決まるかな？と
思っていたんですが、
キマルーム経由で2週間くらいで他社さんに成約にして頂けたことが有りました。
それも今まで全くお付き合いが無かった町田の
業者さんが見つけてくれて、
それが無ければ一生そこには連絡を取らなかっただろうな、
というところにアプローチが出来ました。管理会社としては
新規開拓しなきゃいけない場所かもしれないけど、
キマルームがやってくれたというところにすごく効果を感じました。
その物件は、
たまたま客付けした会社の上役の方が決めてくれたのですが、
キマルームを下の営業の子たちに見ろって言われたようで、繁忙期、
結構その会社さんから何本か紹介というかキマルームを見て成約頂けました。今年の繁忙期時期はそういう業者さんが結構多かったです。
そうい
う方達に、電通ハウジングの物件はADも出るし、
ある程度交渉に乗ってくれる会社だっていうことが伝えることが出来たのは、
もしかしたらあるの
かもしれないです。
繁忙期が終わって、弊社の物件を見られてるのがこの近隣の会社さんがメインになって来ているのですが、地元の業者さんが、意外とうちの物件を
キマルームのメールで見てくれてる事がわかりました。
地元の業者さんなんて弊社の物件に全然興味もないのかなって思うくらい、紹介してるのかも不明なくらいだったんですが、
ちゃんと図面を印刷し
ていて、
それを紹介してるのかどうかは知りませんが、
そこまではやってるんだ、
っていうのがわかったっていうのは、
ちょっと面白いですね。
弊社より自社物件いっぱいある会社さんもいて、
うちの物件紹介するなんてあり得ないと思ってたんです。
だけど、
しっかり見てはくれてるんですよ。
中身とか見てるんだなってのがわかると、次会う時に話のネタになりますよね。

▼ 取引先の新規開拓にも活用できるキマRoom!のメールで一斉送信

一覧の送信先は首都圏約15,000店舗の
リストから選択可能

キャンペーン物件などの告知や申込書の共有も可能

他社の動きがわかるログ機能

導入のハードルが低く、リーズナブル。
なおかつ対応が柔軟なサービス。
導入に向けてのハードルが低いこと、
それから使い勝手が良いこと。
安いというのが一番魅力かな。
周りもなんだかんだ言って参画しているっていうのは、非常にそういう面で好まれてるんだなと
思います。
リーズナブルで、始めるのにハードルが低くて、
そこそこの機能(笑)
あとは、
比較的、融通が利くというか、
なんと言うか、規制がないというか。
すごく失礼ですけど、
キマルームさんの場合、最初にできなかった事がどんどんできていく。要望として上げさせて頂いて
いた点もこまめに改善してくれているのでそういうところは非常に良いと思います。商品開発に対
して、営業の方からも良いものにしていこうっていうのがひしひしと伝わってくるところは
キマルームの良いところです。
まさに不動産業者も変わっていかなくちゃいけない時期に、
そういう事業を立ち上げられた御社の
そういう部分っていうのは、魅力的で良いと思います。

株式会社電通ハウジング
所在地

神奈川県横浜市

事業内容

賃貸管理・仲介、売買仲介、建売分譲、
建築請負・設計企画
“人と住まいを心でつなぐ”をモットーに地域密着型の営業活動を行っております。特に賃貸部門には自信があります
！相鉄線沿線でお部屋探しの際はぜひ当店にお立ち寄り下さい。お待ち申し上げております。

検索
株式会社セイルボート 東京本部

キマRoom!の
お問い合せ

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ7F

広島本社

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8F

