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株式会社ウィル（不動産業・兵庫県宝塚市・代表取締役社長 岡本俊人）は、来る 10月 1日で創業 20周年を迎えま
す。その成長を支えてきたのは、まさに女性社員たち。不動産業界においては異色の ”新卒採用オンリー”で社員を一
から育成する当社では、早期から女性の能力に着目し、2000年から女性営業を登用し始めました。今では、女性トッ
プ営業も珍しくはありません。

★女性既婚率（準社員含む）／ 26.32％　★女性既婚率（準社員含まず）／ 21.28％
★女性子持ち率（準社員含む）／ 15.79％　★女性子持ち率（準社員含まず）／ 8.51％
★営業率（準社員含む、営業管理職含む）／ 35.09％ ★営業率（準社員含まず、営業管理職含む）／ 42.55％
★男性営業 36：女性営業 20   35.71％　※不動産営業だけなら 40.42%
★全仲介営業売上げに占める女性営業の売上げ（2013年第一四半期）／　　％
★女性正社員の平均年齢／ 28歳　★女性正社員の持ち家率（自分で購入）／ 53.19％
★女性管理職率／ 25.00% ★女性役員率／ 25.00%
★女性役員数／ 2名（役員四季報 2013年版による 2名以上女性役員のいる上場企業は 77社）
★女性役員平均年齢／ 36歳（役員四季報 2013年版による平均年齢は、54.9 歳）

女性限定ライフスタイルセミナーを開催。
「単身女性  ×  リノベーション」 が、中古市場を活性化する。

【晩婚化・非婚化による単身女性の急増】
　女性の初婚年齢 28.8 歳、生涯未婚率 10.61％（※内閣府「子ども・子育て白書」より）と、晩婚化・非
婚化が進む中、独身女性をターゲットにした商品やサービスが急増。われわれの不動産・住宅業界も例外
ではありません。

株式会社ウィル（不動産業・兵庫県宝塚市・代表取締役社長 岡本俊人）は、来る７月１日（月）、大阪梅田
新阪急ホテルにて「女性限定のライフスタイルセミナー」を開催しますのでお知らせいたします。

【単身女性が家を買う ≠ 生涯独身】
　かつて「単身女性が家を買う＝生涯独身」などと言われた時代とは、確実に様相が違ってきています。実
際に、当社の顧客実例でも言えますし、マンションを購入した女性のうち、3人に 1人が「購入後に結婚し
た」もしくは「予定がある」と回答したインターネット調査データもあります。金融機関では女性向けロー
ン商品があるのみならず、同じ「独身者」でも、男性 1人より女性 1人でローンを組まれる方が、金融機関
は安心するという傾向もあるようです。私たちは、「単身女性が家を買う＝よりフレキシブルに自分の人
生を選択するための準備」だと捉えています。

【女性の活躍と、中古ストックの活用】
「女性の活躍が成長戦略の中核」と首相が表明し、女性の役員登用・管理職登用が叫ばれる中、女性の“働
き方”に留まらず女性の“生き方”が、一層注目される時代となってきました。併せて、人口減少、少子高齢
化、エコなど社会情勢を受け、政府では、ストック（中古住宅）の有効活用に重点をおいた政策が施行され
ています。本セミナーは、今後の日本経済の行方を左右する「単身女性」と「中古ストックの活用」を掛け合
わせ、「より豊かな暮らしと確かな将来設計を考えよう」という趣旨のもと開催します。

【当社が開催する意義】
　1993年創業時から中古住宅の仲介を基盤事業としてきた私たちは、早期より中古住宅のポテンシャ
ルに注目し、同時に培ってきた住宅ローンに関する様々なノウハウを活かし、2003年から「経済力に乏
しい若い世代でも夢やこだわりの住まいを予算内で実現できる“中古 ×リフォーム（リノベーション）”を
開始しました。その売上げは、前年同期比 134.９％増と、急増しています。そんな当社だからこその提案
を、余すことなく披露致します
　ぜひ、時代の旬の掛け合わせ「女性の活躍と中古ストックの活用」にご着目ください。セミナー詳細は、
別紙をご参照ください。

女性限定のライフスタイルセミナーを開催。

女性が 「リノベーション」 という手段を使ってストックを活性化する。

■当社女性社員に関するデータ

代表取締役 友野泉

トップ営業　本田歩美
【開催の背景：女性の活躍×中古ストックの活用】
　「女性の活躍推進が成長戦略の中核」と首相が表明し、女性の役員・管理職登用が叫ばれる中、女性の“働
き方”に留まらず女性の“生き方”が、一層注目される時代となってきました。併せて、人口減少、少子高齢
化、エコなど社会情勢を受け、政府では、ストック（中古住宅）の有効活用に重点をおいた政策が施行され
ています。本セミナーは、日本経済の行方を左右する「単身女性」に、「リノベーション」という手段を使っ
てより豊かな暮らしと確かな将来設計を考えるきっかけを得ていただくために開催します。それは同時
に、中古ストック活用に大きく影響を与えるものと思われます。

【時流：単身女性が家を買う ≠ 生涯独身】
　かつて、「単身女性が家を買う＝生涯独身」などと言われた時代がありました。しかし、現在は確実に様
相が違い、当社の顧客実例でも、「住まい購入後に結婚した」もしくは「結婚予定がある」方は珍しくありま
せん。「中古住宅 ×リフォーム（リノベーション）」の単身女性成約者数に至っては、昨年同期比２倍となって
います。当社は、「単身女性が家を買う＝よりフレキシブルに自分の人生を選択するための準備」だと捉え
ています。

【当社について】
　1993 年創業時から中古住宅の仲介を基盤事業とし、早期より中古住宅のポテンシャルに注目してき
ました。同時に培ってきた住宅ローンに関する様々なノウハウを活かし、2003年から「経済力に乏しい
若い世代でも夢やこだわりの住まいを予算内で実現できる『中古×リフォーム（リノベーション）』をワンス
トップ（中古住宅購入・ファイナンシャルプランニング・リフォーム）で提供しており、多くの顧客に支
持いただいています。（※売上高・営業利益ともに、3年連続過去最高を記録、 売上 前年同期比134.９％増）

　ぜひ、時代の旬の掛け合わせ「女性の活躍と中古ストックの活用」にご着目ください。6月 19日時点で、
既に 41名の参加予約をいただいております。セミナー詳細は、別紙をご覧ください。

株式会社ウィル（不動産業・兵庫県宝塚市・代表取締役社長 岡本俊人）は、来る平成25年７月１日（月）、
大阪新阪急ホテルにて、国策を推進するとも言える「女性限定のライフスタイルセミナー」を開催します
のでお知らせいたします。

かつて「単身女性が家を買う＝生涯独身」などと言われた時代とは、確実に様相が違ってきています。実際に、当社の
顧客実例でも言えますし、マンションを購入した女性のうち、3人に 1人が「購入後に結婚した」もしくは「予定があ
る」と回答したインターネット調査データもあります。金融機関では女性向けローン商品があるのみならず、同じ
「独身者」でも、男性 1人より女性 1人でローンを組まれる方が、金融機関は安心するという傾向もあるようです。私
たちは、「単身女性が家を買う＝よりフレキシブルに自分の人生を選択するための準備」だと捉えています。
　ぜひ、時代の旬の掛け合わせ「女性の活躍と中古ストックの活用」にご着目ください。
　

■期日：2013年 7月 1日（月） 19：00～ 20：30
■場所：大阪新阪急ホテル（大阪市北区芝田 1-1-35）
■問い合わせ／申込み：0120-296-753 または、http://www.wills.co.jp/reform/seminar/
■プログラム
　　第１部　19：00～　講演「失敗しない中古購入とリノベーション」　
　「決定版　夢をかなえるリノベーション」（かんき出版）の著者 佐藤慎二郎が、中古マンションの購入とリノベー　
ション成功のノウハウをお伝えします。
　　第２部　19：30～
　ファイナンシャルプランナーによる住宅購入資金相談
　年間数百件、あらゆるパターンの住宅ローン相談を受けるファイナンシャルプランナー安岡佳奈（29歳独身）が、
　「契約社員でもローンは組めるか？」「年収 200万円台でどれだけローンが組めるか？」など、今更聞けない・　な
かなか聞けない住宅ローンのあれこれをお話します。目から鱗の 30分！
　　第３部　20：00～
　パネルディスカッション
　単身で（あるいは単身時代に）住宅を購入した 3名の女性と、「うめじゅん」の愛称で知られるフリーアナウン　
サー梅田淳氏によるパネルディスカッションです。（※梅田氏は、当社リフォーム番組「うめじゅんのイマドキ家探し」　の
ナビゲーターを務め、100件以上の「中古住宅 ×リフォーム」実例をリポートし、顧客の喜びに触れています。）

■期日：2013年 7月 1日（月） 19：00～ 20：30
■場所：大阪新阪急ホテル（大阪市北区芝田 1-1-35）
■問い合わせ／申込み：0120-296-753 または、http://www.wills.co.jp/reform/seminar/
■プログラム
　　第１部　19：00～　講演「失敗しない中古購入とリノベーション」　
　「決定版　夢をかなえるリノベーション」（かんき出版）の著者 佐藤慎二郎が、中古マンションの購入とリノベー　
ション成功のノウハウをお伝えします。
　　第２部　19：30～
　ファイナンシャルプランナーによる住宅購入資金相談
　年間数百件、あらゆるパターンの住宅ローン相談を受けるファイナンシャルプランナー安岡佳奈（29歳独身）が、
　「契約社員でもローンは組めるか？」「年収 200万円台でどれだけローンが組めるか？」など、今更聞けない・　な
かなか聞けない住宅ローンのあれこれをお話します。目から鱗の 30分！
　　第３部　20：00～
　パネルディスカッション
　単身で（あるいは単身時代に）住宅を購入した 3名の女性と、「うめじゅん」の愛称で知られるフリーアナウン　
サー梅田淳氏によるパネルディスカッションです。（※梅田氏は、当社リフォーム番組「うめじゅんのイマドキ家探し」　の
ナビゲーターを務め、100件以上の「中古住宅 ×リフォーム」実例をリポートし、顧客の喜びに触れています。）

影響を与えるものと推測します。

創業メンバーを除き、全女性正社員が新卒です。

※リノベーション＝中古住宅の間取り、配線・配管、内装などを刷新する大規模なリフォーム。機能、価値の再生のための改修。



7月1日（月）19：00～20：30

女性限定（予約制）

http://www.wills.co.jp/reform/seminar/

ライフスタイルセミナー ウイル

スマフォから お電話から

Place 大阪新阪急ホテル

お茶・ケーキ付

大阪市北区芝田1-1-35（阪急「梅田」駅に隣接） Access

参加費：1,000円

「女性のためのライフスタイルセミナー」開催のご案内

Lifestyle Seminars for women

INVITATION
予算内で、住みたい場所に、
理想の空間が、手に入る方法
～「中古マンション購入」×「リノベーション」～

0120-296-753
株式会社ウィル

～「中古マンション購入」×「リノベーション」～

駅徒歩2分、月
々55,000

円で

理想の空
間が手に

入る？！

パソコンから

セミナー内容の詳細は裏面→

ご予約は以下のいずれかの方法でお願いします。

QRコード



7/1（月）女性のためのライフスタイルセミナーLifestyle Seminars for women

SEMINAR CONTENTS セミナー内容

住まいを購入した3人の女性（購入時年齢：23歳、25歳、
26歳）と梅田淳さんとのパネルディスカッション

19:00～
 基調講演
「失敗しない中古マンション購入とリノベーション」

「決定版　夢をかなえるリノベーション」

著者 佐藤慎二郎が、中古マンションの購入と

リノベーション成功のノウハウをしっかりお伝えします。

講師：株式会社WFC 
安岡 佳奈（CFP®認定者）

【講師プロフィール】

【講師プロフィール】

1976年、奈良県生まれ。宅地建

2006年 京都大学文学部を卒業し、3年
の不動産営業経験を経て、2008年よりFP
業務に従事。キレのある説明がわか
りやすいと、顧客に好評。

物取引主任者。1999年、株式会
社ウィル（旧ウィル不動産販売）
に入社。新築マンション、新築戸
建、土地、中古物件など、あらゆ
る不動産の販売に携わる。その
後、同社と、同社のリノベーション
事業を担う
株式会社ウィル空間
デザインの取締役
に就任。

第1部 19:30～
 「ファイナンシャルプランナーによる
                     住宅購入資金相談」

第2部

 「20代で住まいを購入した人たちの
     購入時～購入後の話を聞いてみよう！」

20:00～第3部

元関西TVアナウンサー

梅田 淳 （うめだ じゅん）

主　催

協力会社 株式会社ウィル空間デザイン　株式会社WFChttp://www.wills.co.jp/reform/seminar/

ライフスタイルセミナー ウイル

スマフォから お電話から

0120-296-753
株式会社ウィル

パソコンからご予約
はコチラから

右記のいずれかの方法
でお願いします。

株式会社ウィル空間
デザインの取締役

　　　、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティ
ファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial 

イラのとBSPF、で標商録登の）BSPF（.dtL draoB sdradnatS gninnalP
センス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の
使用を認めています。

　　　、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティ

QRコード

単身（あるいは単身時代に）で住宅を購入した 3 名の女性（購
入時、23 歳、25 歳、26 歳）と、フリーアナウンサー梅田淳氏に
よるパネルディスカッションです。「家を買おうと思ったタイ
ミング」「なぜ、中古を選んだのか？」「支払い不安はなかった
のか？」「結婚後、買ったマンションをどうしたか？どうする
つもりか？」など、ありのままをお話します。

年間 200 組以上、あらゆるパターンの住宅ローン相談を
受けるファイナンシャルプランナー安岡佳奈（29 歳 独
身）が、　「契約社員でもローンは組めるか？」「年収 200
万円台でどれだけローンが組めるか？」「預金は使いた
くないけど大丈夫？」「30 年以上もローンを組むのは怖
いな・・・」など、今更聞けない、なかなか聞けない住宅
ローンのあれこれをお話します。
目から鱗の 30 分！

20 年間にわたり、「うめじゅん」の愛称で関
西テレビ放送の名物アナウンサーとして活
躍。独特のパワーあふれる楽しい話術で視聴
者に元気を与える。当社リフォーム番組「う

めじゅんのイマドキ家探し」のナビゲーターとして、これまで
に 100 件以上の「中古住宅 × リフォーム」実例をリポートし、
その素晴らしさと顧客の喜びに触れています。



① 宝塚市M邸（購入・リフォーム施工時23歳）

ご参考資料 _単身女性の「中古住宅 ×リフォーム（リノベーション）」事例

森田：⇒単身で購入　ローン 49,000 円　　賃貸が嫌。
⇒結婚　産休　出産　復帰　　　
⇒名義は自分　旦那が来た状態
⇒仮に離婚しても住まいと資産は確保
⇒仮にステップUPしても旦那名義で購入すればOK

中戸：⇒彼氏はいるが単身で購入
　　　⇒今しかできない好きなこと
　　　⇒新築ではなく中古 ×リフォーム

臼井：⇒賃貸が嫌で単身購入
　　　⇒その後まさかの結婚
　　　⇒旦那が家をもっていたので自宅は賃貸へ
　　　⇒少しばかりの家賃収入有り

広
快適

■所在地 ：兵庫県宝塚市　■築年：昭和54年築　■専有面積：71.12m²

■価格 ：物件 800万円+リフォーム 720万円　合計 1,520万円
■リフォーム部位 ：全面

2007 年 23 歳の時、ワンルーム・賃貸が嫌で、単身で購入。
その後、2008年に結婚。夫が移り住んできた状態。2010年に出産し、産休・育休を経て 2012年に職場復帰。
大阪平野一望の景色を眺めながら娘と寛ぐ時間を楽しむ。

※月々の支払いは、49,000 円

② 尼崎市 F邸（購入・リフォーム施工時25歳）

ご参考資料 _単身女性の「中古住宅 ×リフォーム（リノベーション）」事例

■所在地 ：兵庫県尼崎市　■築年：平成6年築　■専有面積：57.15m²

■価格 ：物件 1,880万円+リフォーム 340万円　合計 2,220万円

■リフォーム部位 ：リビングダイニング /洋室 /洗面 /浴室 /トイレ
25 歳の時、「広い家に住みたい、家賃ももったいない」という理由から単身で購入。また、せっかくなら自分
の好きな空間を実現したいと思い、「中古マンションを買ってリフォームをする」という選択をした。
駅徒歩４分の好立地、快適な空間に住みながら、月々の支払いは 59,700 円。自宅にいる時間が増えたとのこと。

※月々の支払いは、59,700 円

Before

After

Before

After



① 宝塚市M邸（購入・リフォーム施工時23歳）

ご参考資料 _単身女性の「中古住宅 ×リフォーム（リノベーション）」事例

森田：⇒単身で購入　ローン 49,000 円　　賃貸が嫌。
⇒結婚　産休　出産　復帰　　　
⇒名義は自分　旦那が来た状態
⇒仮に離婚しても住まいと資産は確保
⇒仮にステップUPしても旦那名義で購入すればOK

中戸：⇒彼氏はいるが単身で購入
　　　⇒今しかできない好きなこと
　　　⇒新築ではなく中古 ×リフォーム

臼井：⇒賃貸が嫌で単身購入
　　　⇒その後まさかの結婚
　　　⇒旦那が家をもっていたので自宅は賃貸へ
　　　⇒少しばかりの家賃収入有り

広
快適

■所在地 ：兵庫県宝塚市　■築年：昭和54年築　■専有面積：71.12m²

■価格 ：物件 800万円+リフォーム 720万円　合計 1,520万円
■リフォーム部位 ：全面

2007 年 23 歳の時、ワンルーム・賃貸が嫌で、単身で購入。
その後、2008年に結婚。夫が移り住んできた状態。2010年に出産し、産休・育休を経て 2012年に職場復帰。
大阪平野一望の景色を眺めながら娘と寛ぐ時間を楽しむ。

※月々の支払いは、49,000 円

② 尼崎市 F邸（購入・リフォーム施工時25歳）

ご参考資料 _単身女性の「中古住宅 ×リフォーム（リノベーション）」事例

■所在地 ：兵庫県尼崎市　■築年：平成6年築　■専有面積：57.15m²

■価格 ：物件 1,880万円+リフォーム 340万円　合計 2,220万円

■リフォーム部位 ：リビングダイニング /洋室 /洗面 /浴室 /トイレ
25 歳の時、「広い家に住みたい、家賃ももったいない」という理由から単身で購入。また、せっかくなら自分
の好きな空間を実現したいと思い、「中古マンションを買ってリフォームをする」という選択をした。
駅徒歩４分の好立地、快適な空間に住みながら、月々の支払いは 59,700 円。自宅にいる時間が増えたとのこと。

※月々の支払いは、59,700 円

Before

After

Before

After


