
ポケット倶楽部
ガス事業者を介して約10,000人のアパマン・オーナーに配布
　オーナー向けの情報誌を自社で制作するのは大変です。情報誌とまでいかなくとも、専門情報の
記事のクリッピングや近隣のアパートの家賃相場など、オーナーと共有する「情報」は無数にあり
ます。大切なことは、定期的に情報を発信し、「賃貸住宅経営について勉強している店」という印象
をもってもらうことにあります。
　ノラ・コミュニケーションズが発行する「ポケット倶楽部」（季刊。20ページ。定価300円（税
別））は、「ガス会社が共同で発行し、オーナーに配布する情報誌」として、ガス事業者が進めるオー
ナー営業の支援ツールとなっています。1999年にガス事業者３社が共同し3,000部の発行でス
タートし、現在は二十数社（オリジナル表紙含む）により全国約10,000人のオーナーに配布され
ています。この発行部数はオーナー向け専門誌を凌ぐものであり、フリーペーパーでありながら確
実に読者に届けられる媒体として評価されています。［２面に関連紹介］

賃貸住宅オーナー向け情報誌

ＬＰガス事業者のオーナーサービスを考える

　賃貸住宅経営が厳しさを増す中で、アパート・マンションオーナー
の多くは自らの経営を安定化させるための支援者やパートナーを
求めています。ＬＰガス事業者はそのパートナーとなることで、Ｌ
Ｐガス事業者自身の事業の将来を切り拓くことも可能です。

◆空室は確実に増えている
　今年10月、総務省「平成25年住宅・土地統計調査」が実施
されました。調査結果発表はまだしばらくかかりますが住宅
ストックは6,000万戸に達し、空室率も13％以上となるので
はと予想されています（前回の「平成20年住宅・土地統計調
査」では、供給5,758万戸で空き家率が13.1％）。
　空き家というと、過疎化や後継者がいないことにより
「住む人が無くなった持ち家」がイメージされますが、賃
貸住宅の空室も年々増えています。全住宅の三十数％以上
を占める賃貸住宅のうち、空室は実に19％となっています
（「HOME'S不動産投資」2013年10月24日現在）。全国的に
空室は確実に増えているのです。

◆空室増加でガス業者への要求が大きくなる
　空室の増加は、賃貸住宅経営を圧迫しますが、同時にガス
事業者の営業面にも重大な影響をもたらします。賃貸住宅の
オーナーは物件の投資を入居者からの家賃で回収しようとし
ていますし、ガス事業者は物件への設備投資を入居者が払う
ガス料金で回収しようとします。空室の増加はそのまま回収
費用の減少となります。
　ＬＰガスの場合、集合住宅の設備工事費用はガス事業者持
ちであることが多く、しかも最近、機器の提供や無償貸与、
手数料や紹介料などでガス事業者の投資負担は大きくなって
います。空室が増えオーナーの経営も苦しくなり、そのこと
でガス業者への要求が大きくなるという悪循環もはじまって
います。

ますます厳しくなる賃貸住宅経営
オーナーは真のパートナーを求めている
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　インターネット検索で「ＬＰガス」関係をチェックすると、顧客移動を誘引する「業者紹介」のサイトが上位にくることがあります。サイ
ト側が広告料を払っていたり、ＬＰガスについて調べる人の多くが、「料金」について検索しているからと考えられます。

　ＬＰガスとＬＰガス販売店のイメージをアップさせるために、お客様サービスに一生懸命取り組む販売事業者が多数存在すること
を、インターネット上でも、もっともっとアピールする必要があります。こうした観点から現在、（一社）全国ＬＰガス協会の「需要開発推
進運動」と連携し、ＰＲサイト「ＬＰガス検定」（www. lpgaskentei.jp）と、「ＬＰガスビジネスサイト～ＬＰガス販売店のお客様密着ビジ
ネススタイル～」（www. lpgbiz.jp）が公開されています。

　このうち、ＬＰガスビジネスサイトは、顧客移動を誘引する業者紹介サイトとは異なり、全国ＬＰガス協会に加盟する販売事業者のお
客様サービス向上への取り組みを掲載するＬＰガス業界特設サイトです。事業者だけでなくお客様も閲覧できるようにして、お客様の
ＬＰガスへの関心を高める「ＬＰガス検定」（www. lpgaskentei.jp）と連携するとともに、全国ＬＰガス協会や各都道府県協会の公式
ホームページ、各種ＬＰガス関係優良サイトへの誘導も行っていきます。

ＬＰガス ビジネスサイト www. lpgbiz.jp のご案内

ＬＰガス販売店のお客様サービス向上への取り組みを紹介し、
「価格以外のＬＰガス販売店の選択基準」をＰＲします。

お客様が閲覧することを想定した
ＬＰガス販売店の取り組みなどを紹介するサイト

顧客移動トラブルや
悪質勧誘への
注意喚起

「ＬＰガス検定」
練習問題

ＬＰガスに関する
基礎情報

ＬＰガス関連サイト
へのリンク

本冊子を購入したＬＰガス販売店のための経営サポート

冊子「お客様を１件も（!?）失わないために」の
中からマンガを転用。
一見して分かるように表現。

マンガの状況を分かりやすく説明。
ガス屋さんが、いかに身近なお店であることを訴求していく。

地域密着・
お客様密着
実現支援ツール

ＬＰガス
ビジネス情報

IDパスワード IDパスワード

全国ＬＰガス
協会発行の

マニュアルと連動

経営の参考資料
などを掲載
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◆入居者にアピールする提案
　既築の賃貸物件の空室を減らすためには、まずは現在の入
居者の退去を極力なくすことが第一です。築年数が経てば設
備も古くなりますから、同じ家賃ならば新しい住まいに移り
たいと思うのは誰しも同じです。家賃をどうするかはオー
ナーの専権事項ですが、設備を新しくする協力は、ガス事業
者にも可能です。
　その場合も、やはり入居者の目に見えるもので、投資額が
なるべく少ないものを選びたいところです。ガス機器であれ
ばガス事業者のメリットもあります。有償か無償かは要検討
ですが、高額なエコジョーズよりも、コンロやファンヒーター
のレンタルなどが考えられます。

◆オーナーとの共通の話題づくりで接点強化
　「給湯器をガス事業者にタダで付けさせても、空室はうまら
ない」ということをオーナーに理解していただき、オーナー
とガス事業者の利害は一緒であることを知ってもらうために
は、そのことを繰り返しオーナーに伝える必要があります。
伝える方法は、お客様訪問による接点強化が第一です。

　ガス事業者の中
にはお客様とのコ
ミュニケーション
や自社ＰＲのため
に、ミニコミ・情
報誌を発行してい
るところもありま
す。それをオーナー
に特化した情報誌
にし、空室対策を
含めたさまざまな

LPガス販売店の
プロパティマネジメント

A5判 120ページ
定価 2,500円（税込）
山本 泰然［著・監修］

（株）ノラ・コミュニケーションズ［編］ 

アパート・マンションの オーナー向け営業のテキスト

アパート・マンションのオーナーは、建物を建てただけでは投資は回収できない。入居者が入り、家賃が徴収できて
はじめて投資の回収ができる。ガス販売店も、アパートにガス栓をつけただけでは投資は回収できない。入居者がガ
スを使用し、ガス代が徴収できてはじめて設備投資の回収ができる。つまり、オーナーとガス販売店の利害は一緒
……そこに着眼した、LPガスの新しいビジネスモデルの提案。

Ａ4判 20ページ オールカラー　
定価 5部セット 1,575円（税込）

アパート・マンションの オーナー向けコミュニケーション情報誌
アパートオーナー向け情報誌
で接点強化を！
ポケット倶楽部 オーナーへの定期訪問ツール

遠隔地オーナーへの定期通信
オーナーとの共通の話題づくり
新規訪問の提案ツール
　　……としてご活用ください。
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布

ガス会社営業マンの情報源
アパートオーナー向け情報誌はオーナー向け提案が満載!!

ポケット倶楽部
バックナンバー10号分
サンプルセット付

一括購入受付中

わたしたちは
アパートの経営者 Ａ5判 44ページ オールカラー　

定価 10部セット 5,250円（税込） 
（株）ノラ・コミュニケーションズ［編］ 

アパート・マンションのオーナー向けに、マンガでＬＰガス販売店とのパートナーシップを提案
します。またあわせて、オール電化や都市ガス競合を意識したエネルギーとしてのＬＰガス
のメリットもご紹介しています。訪問ツールやオーナー会での配布物としてご活用ください。

～ＬＰガス屋さんとの上手なお付き合いで満室をめざす～

オーナー会などのイベントで上映するＤＶＤ（映像＝収録したマンガを音声とスライドショーで加工）です。

ガス販売事業者によるオーナーサポートを考える

アパート・マンションの オーナー向けＬＰガス販売店ご利用ガイド

空室対策から
新ビジネス創出へ

A4判 72ページ
定価 3,000円（税込）

（株）ノラ・コミュニケーションズ ［編］

本書はＬＰガス販売店プロパティマネジメントセミナー（2010年10月）の講演録をもとに編集しました。本セ
ミナーの目的は「空室対策でガスメーターを回す」「オーナーとの接点強化で顧客の維持と拡大を図る」
といったことにとどまらず、不動産管理や仲介ビジネス、さらには自ら賃貸住宅経営への参入の可能性を
も検討していこうというものです。

オーナーサービス取り組み事例

10部セット
オーナー会等での
上映用DVD付

社名刷り込み、オリジナル表紙・裏表紙制作も対応します。

情報を提供し、オーナーとの共通の話題づくりをすることも、
接点強化面で有効です。

◆厳しくなるからこそビジネスになる
　以上のような取り組みで空室増加を防ぎ、オーナーとガス
事業者のＷＩＮ／ＷＩＮの関係をつくっていくことが、これ
からますます大切になってきます。今後は何もしなければ確
実に空室が増える時代となります。その時代を勝ち抜こうと
する意欲あるオーナーは、真のパートナーを求めています。
また、そういう意識のあるオーナーしか生き残れません。
　「困ったことを解決する」ことがビジネスです。賃貸住宅
経営が厳しくなればオーナーの課題は増え、課題解決のパー
トナーの存在価値が高まり、ビジネスチャンスも広がります。
何もしなければ空室が増える時代の貸住宅オーナーに対し
て、真のパートナーとなる意識を持ち行動したガス事業者こ
そが、何もしなければ確実にガス顧客が減る時代にあっても
勝ち残る事業者と言えるでしょう。

◆オーナーサービスから新ビジネスの創出へ
　オーナーサービスを極めることは、ガスの防衛だけでなく、
そこから新サービスへの展開にもつながりますし、不動産管
理ビジネスそのものに参入することも可能です。ガス事業者
はお客様宅を訪問巡回するしくみを持っています。また、同
じ規模の事業に比べ、お客様管理や期限管理といったしくみ
をしっかりつくっています。24 時間体制や訪問巡回のしくみ
は、住宅管理や建物メンテにも生かせます。
　一般論で言えばアパート１棟を持っていれば１億円ぐらい
の資産がある人だと言えます。こうした富裕層向けのビジネ
スを、ＬＰガス販売店のこれからの仕事にしていくことを考
えてみてはいかがでしょうか。
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◆オーナーとガス事業者の利害は一緒
　空室の増加はオーナーにとってもガス事業者とっても困り
ます。つまり、オーナーとガス事業者の利害は一緒なわけで
すから、ともに「利益の追求＝空室を減らすこと」を進めて
いくべきではないでしょうか。
　ガス事業者の中には、新規開拓でオーナーの歓心を買おう
と、給湯器をタダで設置するということもよくみられます。
しかし、給湯器を新しくしたからと言って空室はうまりませ
ん。もし、オーナーのために何らかのサービス提供が必要な
ら、内覧者にアピールするものや、入居者が継続更新する（退
去しない）動機づけにつながるような提案が必要でしょう。

◆内覧者にアピールする提案
　給湯器を新しくても入居者が増えもことにつながらないの
は、体感しなければ良さを実感するチャンスがないからです。

部屋探しの
内覧でシャ
ワーを使っ
てみるなど
ということ
はありませ
ん。それよ
りも、内覧
者に目で見
てすぐにわ

かるもの、好印象を与えるものにコストをかけるべきです。
　具体的には、不人気な 1階の付加価値を上げるドアホンの
設置や、便座や洗面台の交換といったことが成功事例として
報告されています。有償か無償化はそれぞれの判断ですが、
いずれもガス事業者のルートでも手に入り、取り付けできる
ものです。しかも、給湯器よりも安いモノばかりです。

　オーナーサービスの具体例としては、以下のようなも
のがあります。
・ガス設備と物件外観の点検報告（写真付き）
・ 入居者のガス利用状況報告（保安情報や空室期間情報、
修理・トラブル報告も）
・近隣の競合物件の家賃・空室情報提供
・オーナー向け情報・情報誌配布
・空室対策や物件価値向上策の情報提供
・各種便利サービスの特典
・防犯・快適性向上の設備導入提案
・研修会・勉強会の開催
・旅行会や懇親会の開催
　……これらの中にはガス事業者であれば、比較的簡単
に採用できるものもあります。

オーナーサービスの具体例
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10部セット
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社名刷り込み、オリジナル表紙・裏表紙制作も対応します。

給湯器をタダにしても
オーナーへのサービスにならない
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