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　都市公団茨城地域支社の開発地である「竜

ヶ崎ニュータウン」において試みられた、「住

民参加型の宅地分譲」方式とでもいうべき

「ユアーズ倶楽部」について、企画から携わり、

現在もこの倶楽部を運営している立場からこ

の企画の概要を報告するように本誌から依頼

があった。

　郊外住宅の販売が不振な折り、公団におい

てもさまざまな試みがなされているが、ユア

ーズ倶楽部もそういった試みのひとつであり、

商品の魅力を高め、ユーザーの参加度や満足

度を高めながら、事業面でのリスクを減少さ

せようとする方法の模索であるといえる。もち

ろんこのスキムづくりにあたっては、公団と

の意見交換を十分に行ない共同で開発したも

のである。

　この方式の評価がきちんとなされ、今後の

プロジェクトに継承されていくためにもこの

一文が、何らかの参考になれば幸いである。

　この企画をわかりやすく一言でいうなら、

「ライフスタイルをテーマとした、公団とコー

ディネーター（住宅事業者）による事前クラ

ブ方式のコーポラティブ戸建て住宅地分譲」

とでも呼ぶのがふさわしい。

　その骨子は、以下の通りである。

①ライフスタイルを商品とした街づくりの企

　画

②土地も住宅もコミュニティも全てオーダー

　メイド

③公団とコーディネーター（住宅事業者）が、

　共同で実施するコーポラティブ方式（街区

　や住宅の設計へのユーザー参加）の戸建て

　住宅地で、土地は公団がユーザーに譲渡し、

　建物は個別ユーザーの発注

④「この指とまれ」方式による事前クラブを

　組織したユーザーの2段階募集
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⑤民間のノウハウを活用したPR戦略

⑥企画、住宅事業者との調整、ユーザー募集、

　クラブ運営、街区設計（行政等との協議も

　含む）、街並み誘導（ガイドライン、協定類）

　等を一貫して運営する仕組み（この事例で

　は当社が受託）

　ユアーズ倶楽部は、平成13年1月12日（金）

に発表、翌15日（月）から会員の募集が開始

された。たちまちTBS「はなまるマーケット」

放映や日経新聞の第1面掲載等の取材を受けて

注目を集め、募集から2ヵ月半の3月末で会員

は500名を超え（14年1月31日現在630名）、

ウェッブサイトのアクセスも23，000件（同

38，000件）という、郊外住宅地開発としては

近年になく注目を集めた。

　現在は、街区の造成工事が始まり、5月頃

住宅の着工、秋には入居という予定である。

申し込みをされたユーザーは、その後も、対

象地を見に行ったときの様子や造成工事の進

捗情報をグループミーティングやウェブサイ

ト上で確認し、街区のネーミング等の意見交

換を行なっており、地鎮祭、上棟、竣工式を

合同で行なおうと盛り上がっている。

　以下に、ユアーズ倶楽部の経緯や具体的な

内容、会員の評価（アンケート結果）などを

紹介していくことにする。

　最大の特徴は、ライフスタイルを商品とし、

土地も住宅もコミュニティも全てオーダーメ

イドとした街づくりの企画であること。

　オーダーメイドとしたのは、ライフスタイ

ルにこだわる人は、当然、土地や住宅にもこ

だわるのではないか。さらに、1軒でポツンと

住むより同じ価値観の人と住む心地良さを求

めているのではないかと考えてあえてコミュ

ニティも加えたのであるが、この目論見が見
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事に当たったといえる。

　また、第1弾として募集したテーマが、「シ

ニアタウン」「赤毛のアン」「スウェーデンハ

ウス」「古民家」という非常に特徴のある4つ

のテーマであったことも影響して、今までに

ない自由な気分が漂うこの企画は、知る人に

「何か面白そう」「こんな企画を待っていた」

「夢が叶う」と好意的に受け入れらたからだと

評価している。

　本誌40号、41号に「『ハーモニーフォレス

ト』での先進的試み」と題して、基本形計画

の提案から民間事業者との商品企画の検討、

販売計画まで一環して事業に関与してきた経

験をリポートしたが、ハーモニーフォレスト

第1期の販売（平成II年10月置を終えた頃、私

たちはさらに事業面でいくつかの課題を感じ

ていた。

すなわち、

①つくり込んで売るのは事業リスクが高い

②良いものをつくったからといって、必ずし

　もユーザーが欲しがるとは限らない。むし

　ろ、ユーザーの満足度を上げる工夫が必要

③ユーザーの顔が見えない商品開発は、特徴

　が出し難く、差別化と矛盾している

④不特定多数に広告することは、費用対効果

　が悪い

　これらハーモニーフォレストの経験から多

くのことを学んだちょうどそんなとき、市原

ニュータウンちはら台の商品企画の相談を受

けた。そして、あらためてお金（事業費）を

かけずに市場の満足する商品をつくり出すと

いう課題に取り組むことになったのである。

　そのような状況から、お金のかかるSP（セ

ールスプロモーション）コンサルタントは参

加する余地はなかった。自前で、言ってみれば

これまでの住宅地企画と個人住宅設計の経験、

消費者としての自分たちの目に頼った素人マ

ーケティングを試みるチャンスでもあった。

大きな書店の雑誌・書籍の平積みコーナーを

マーケティングという観点からながめてみる

と、住宅やインテリア、ガーデニング、料理、

クラフト、アウトドア、田舎暮らし、健康な

住いなど、いわゆるライフスタイルに関連す

るコーナーが大きく場所を占めており、いま

何が関心を集めているかを窺うことができた。

また、好調と言われている都心マンションの

企画でも、露天風呂やガーデニング、ホーム

バーティ、キッチン、音楽室といったスペー

スを提案してライフスタイルを売りにしたマ

ンションが目立ってきていた。私たちは、人

気ブランドのアフタヌンティーや、ローラ・

アシュレイ（インテリア）と提携してブラン

ドイメージで差別化を図った企画に注目し、

その仕組みを詳細に調べたりした。

　今回設定したデーマは、「シニアタウン」

「赤毛のアン」「スウェーデンハウス」「古民家」

の4つである。その選定に当たっては、まず、

ライフスタイル別にファッションや生活アイ

テムのこだわりのブランド（ライフスタイル雑

誌も含む）の一覧表をつくり、それらの企業

各社に顧客リストの人数と活用の可否を電話

で確認した。理由は、膨大な量の情報の中で

も、自分がこだわっているブランドからのD

Mなら、真っ先に見るだろうと考えたからで

あるが、実際はあまり効果はみられなかった。

　そこで、消費者としての自分たちの目と勘

を頼りに検討がはじまった。まず、業種業態

を問わずさまざまなライフスタイルを提案し

ている企業48社（雑誌5誌を含む）を選び電

話で企画の概略を説明した。そのうち21社が

関心を示してきたが、最終的には14社と会っ

て次のような企画内容の提案をした。

①各社が自社ブランドにそったテーマを提案

　し、事業主となって公団と共同で街づくり

　を行う

②土地は公団がオーダーメイドでつくる。し

　たがって、参加事業者は土地のリスク不要

③参加事業者は、営業と住宅建設を担当（イ

　ンテリア等で住宅の建設が業務でない社は

　JVで参加）

④ユーザーを共同で募集（費用折半）

⑤コンセプトブック（写真2）は公団が作成

　し、顧客へのDM発送は参加事業者持ち

⑥参加事業者は無報酬（営業の一環）

⑦対象地は市原ニュータウンちはら台

　年度末の最も忙しい時期に、設計事務所と

しての本業からはずれて営業のようなことを

していたこの期間が最もキツイ時期であった。

しかし、新しい住宅地の供給スタイルを作る

ために、誰もやらないのだから、私たちがや

るしかないではないかと自問自答しながら、1

社1白馬っていた。
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仕事に飛び込み現在に至

る。
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写真1敷地の様子（対象地B）

写真2コンセプトブック表紙

　結果的には第一弾として、三井デザインテ

ック、メープルホームズインターナショナル、

スエーデンハウス、民家トラスト、の4社が

参加することになった。当初は深く考えてい

なかったが、公団からフィーが支払われず、

営業費の範囲内で参加でき、かつ、住宅の営

業ができる事業者となると、住宅事業者が残

ったのも当然の結果であった。

　しかし、結局このプロジェクトはちはら台

では事情が許さず、ほとんどそのまま茨城県

の竜ヶ崎ニュータウンに場所を移して実現す

ることになる。

　ユアーズ倶楽部のフローは、①企画から協

議会の設置まで、②事前クラブ会員の募集か

らグループ化まで、③グループ公募から土地

の引渡しまで、④住宅の建設から入居までの

4段階に分けられる。紙数の都合もあるので

ここでは実際の事業方式についてのみ説明し

ておく。

①宅地の所有形態

　今回の事業は定期借地権方式が採用されて
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いる。

　公団の転借は、期間が50年目、6年目以降

は買い取りも可能なこと、支払方法が3タイ

プ（保証金と月額賃料のバランスによる）あ

ることが主な特徴である。ただし、ニュータ

ウンの市街化促進が目的の制度のため、別荘

のような週末利用の申込みは出来ないのが課

題である。

②分譲方式

　今回の方式は、公団で既に実績のあるグル

ープ向け分譲住宅の宅地版（略してグループ

分譲）として多少変形したものである。

　グループ分譲とは、その名の通り、対象地

とコンセプトを提示してグループを公募する

もので、対象地が今回の龍ヶ岡のような場合、

供給量が確保され、複数グループが競合する

ことが実態上考えられないので、公募の原則

を守りながらもユーザーに希望の画地を分譲

できることになった。主な条件は、最低申込

人数3名（ただし、土地の連担が条件）、コー

ディネーターの選任と建設組合の設立を行な

う。

③募集画地数

　シニアタウン：5800㎡、19戸

　赤毛のアン：9500㎡、20戸

　スウェーデンハウス：13900㎡、22戸

　古民家：7900㎡、12戸

④対象地の選定

　あらかじめ、公団がコンサル（当社）と選定し

た候補地（14ヶ所）の中から、事業者は事業

性を検討して対象地を選定する（写真1）。現

在、調節池に面した別荘のような南傾斜の樹

林地に人気が集中していることから、対象地

の選定は想像以上に非常に重要な項目だと認

識した。その留意点は、隣地が、雑木林、田

畑、公園、ゴルフ場などの個性があるロケー

ション。一般的な住宅地は不適。最低規模は、

10戸程度のクラスターが計画可能で、今後の

拡大が可能なこと。地区平均価格より安いこ

と（値打ち感）。

　また今回は、ひとつのテーマで1対隣地とし

たが、事業性を勘案すると混在する方法も考

える必要があると思われる。

　各街区のモデルプラン（土地価格の設定も）

を作成し、街区からのオーダーメイド注文の

準備をして募集に臨んだ。しかし、実際に行
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なってみると、ユーザーはモデルプランの画

地を選択しているだけで、誰からも街区計画

に対する注文は出なかった。

　コーディネーター（住宅事業者）が、グル

ープワーキングでの煩雑さを嫌ってユーザー

を誘導しているのではないだろうかと、あら

ぬ疑いをかけられたこともあったが、後述す

る会員の属性で紹介しているように、ユーザ

ーは、街区計画に参加できる自由な気分に好

感はもっているが、実際には画地の広さと位

置のみオーダーメイドであればいいようであ

る。

①街区の基本計画

　街区のモデルプラン（図1）はコンサル（当

社）が各テーマの事業者の意向を取り入れな

がら、公共移管を前提に行政との事前協議を

行なって作成した。

　クルドサック道路を採用しているのは、グ

ループ化の進捗に合わせた工事が可能だとい

う公団の判断と、ユーザーは欧米のような街

並み（クルドサック道路とオープン外構）を

求めているという民間事業者の判断からであ

る。また、画地規模は100坪ではインパクト

がないという判断で400㎡程度とした。事実、

このモデルプランはユーザーに大変好評で、

大規模な画地（1000㎡前後）から申込みがあ

ったことは嬉しいことであった。

②土地価格の設定

　事前募集の段階で、広告には概略価格を掲

載し、会員にはモデルプランに基づいた公募

レベルの土地価格の提示を行なった。

　当初は、土地がオーダーメイドのため、

後々のトラブルを懸念して価格を提示しなか

ったが、発表後の集客状況を見て、価格の提

示なしで確実な需要層の確保は困難と判断し

て概略価格を提示することになった。事実、

価格入りの新聞広告（日経1／24）が出た日は、

朝から事務局の電話が鳴りっぱなしだった。

また、会員となったユーザーからは具体の画

地ごとの土地価格を求められ、説明会で提示

することとなる。このことから、事前募集と

はいえ、概ねの価格提示は絶対条件であるこ

とが確認された。

①住宅の建設方式

　各テーマの民間住宅事業者は、コーディネ

ーターという立場となっている。つまり、住

宅の建設には何の条件も付いていないのでユ

ーザーの個人発注となるわけだが、グループ

分譲の申込みにあたってはコーディネーター

（欠員補充ができれば誰でもいい、つまり現在

の事業者を示していない）の選定が条件とな

っているため、よほど営業に問題がないかぎ

り、各テーマの住宅事業者が請け負えるよう

になっている。つまり、注文住宅でありなが

ら、街並みの統一が図れる仕組みとなってい

る。

②住宅の特徴

　これまでの企画との違いは、住宅が全て注

文住宅ということ。

　また、比較的グレードが高いことも特徴に

場げられる。注文住宅なので一概には言えな

いが、請負金額は、実績から70万円／坪～80

万円／坪程度である。かなり高額なこともあり、

公団からはちょっぴり不安がもれたこともあ

ったが、しかし、募集を始めるとそれも杞憂

であった。
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写真3記者発表会

写真5新宿特設会場での説明会風景

写真4説明会場

写真6現地説明会でのひとこま
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①PR戦略

　ライフスタイルをテーマにしているので、

対象者は広く首都圏に散在していると予測し

た。PR費用は新聞広告（主要新聞の首都圏版、

朝刊）に絞り、それ以外は、民間のノウハウ

を活用して費用はあまりかけなかった。具体

的には、公団は主要新聞社に対する記者会見、

民間はライフスタイル雑誌取材に対する記者

発表会の実施やサイト開設などである。

　特に、公団が行なった記者会見は効果が高

く、記事が記事を生み、現在までで日経新聞

第1面や読売新聞家庭欄を始めとした新聞記事

19件、雑誌記事15件、ラジオ放送1件、TV放

映5件に取り上げられ、取材申込みは現在も

続いて発生している。また、住宅評論家の佐

藤美紀雄氏に、「官民の別を問わず、過去にこ

のような夢のある一戸建ての開発が行われた

例はなく……」と紹介される等、大きな成果

をあげた（写真3）。

②広告内容

　一般的には、この企画のように土地も未完

成で、住宅も建設していない物件の広告は、

宅地建物取引業法の第33条1（広告の開始時

期の制限）に該当し出来ない。道理でオーダ

ーメイドの企画が市場に出ない訳である。し

かし、公団はこの法の対象外となるため、何

の制約もなくオーダーメイドの土地と建物の

募集ができた。
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　そこで、市場に対する初めての商品である

ことを意識し、公団では支社長名を出して、

責任を持った企画であることを伝えようとし

た。また、コーディネーター（住宅事業者）

名称と連絡先、土地と建物の概略価格も掲載

した。

③専用ウェッブサイトの開設

　専用のサイトを立上げ、現在も継続して運

営している。50～60代をターゲット層と想

定していたので、ウェッブサイトの有効性に

ついては半信半疑でスタートしたが、蓋を開

けてみると、ウェッブサイトからの入会者は

この年代が最も多く、もっと高齢の方までい

らっしゃった。

　募集開始から1年経った現在は、何も広告し

ていないにもかかわらず、0．5人／日の入会が

続いており、ウェッブサイトの有効1生がだん

だん高まっていることを実感している。

④特設説明会場の設置

　募集している対象地が都心から離れている

ので、新宿アイランドタワー内に説明会場を

5ヶ月間設けた。北海道から飛行機で来る人

や、新潟から朝一番の新幹線で来る人、新聞

広告をしっかり握り締めてくる高齢のご夫婦

など、多くの人が来場した（写真4）。

　今回のような事前クラブを組織した2段階

の募集方式には、説明や相談の場としてだけ

ではなく、現物がないのでイメージや現実感

をユーザーに伝えるためにも、このような説

明会場の意味は大きいと考えられた。また、

茨城での募集にもかかわらず、会員が東京神
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奈川在住者50％という結果を見ても、首都圏

のユーザーが利用しやすいように立地も考慮

する必要がありそうだ。

⑤説明会の実施

　2月10日に説明会、3月3日と4日に現地説

明会を行なった（写真5、6）。

　全体説明の後、興味のあるテーマに分かれ

て各コーディネーターとの質疑応答形式で行

なわれた。同じテーマを志向している人同士

がその場で初めて顔を合わせたわけだが、旧

知の間柄のような和やかなムードが漂い、仕

掛けた側から言うのは変なことかもしれない

が、「仲間と住む」安心感というものを目撃し

た気がした。

　当初は、グループワーキングの場において

もユーザーは街区計画（道路の配置や公園の

計画）まで参加したいのではないかと想定し、

コーポラティブのワークショップ的なものを

考えていた。しかし、街区計画や画地割りに

ついては、予想を裏切って、モデルプランの

画地を選択しているだけで道路には誰も関心

を示さなかった（写真7）。

　逆に、予想より積極的だったのは街並みに

ついてであり、道路からのセットバック5m

以上を始めとして、電線類の住民負担宅地内

地下埋設（諸事情で断念、現在は擬木電柱で

調整中）や、ゴミ置場の修景、ゲートのサイ

ン板、木製のカーポート上屋で統一する等、

通常レベル以上の街並み形成意識を持ってい

ることを実感した。

　グループ分譲の見通しが立った2000年5月

になって、具体的な設計・工事の段取りの打

合せが始まった。説明会で翌年4月に宅地引

渡しのスケジュールを提示しているので、ll

月末に造成工事着工、基本設計は省略し実施

設計を10月末までという、公団では通常考え

られないような超スピードの工程となった。

　グループ分譲では、ユーザーが提出した実

施計画書に基づいて設計するシステムである

が、道路等の公共移管や、未申込み宅地の設

計（工事の手順上、ある程度工事せざるを得

ない）等の課題があり、公団や行政との協議

が必要である。そのため、申込み画地はユー

ザーの意向を反映し、その他は公団の販売本

部と協議しながら図面を公団が作成し、ユー

ザーから提出した形式とした。

　現在は、造成工事に着手したばかりである

が、ユーザーは詳細な工事工程まで関心を持

っており、公団はこれに応じて説明会を開い

ている。またユーザーが希望する伐採樹木

（宅地内）の現場立会いでは、公団の配慮で、

道路が白線で描かれ、画地境界には仮杭とテ

ープが、住宅位置も白線で描いて住宅地のイ

メージを理解しやすいようにしていた。これ

を見たユーザーは、その期待以上の対応に非

常に感激していたが、こんなところにも、双

方向の会話とユーザー参加による、顧客満足

度の向上が見られた（写真8）。

　会員に対する詳細アンケート調査から総論

的に言えることは、通常より5段階評価の5

を記する人が多いことから、非常に強い興味

を持った会員であるといえる。

①コンセプトの評価

　まず、土地と建物とコミュニティのオーダ

ーメイド（以下OM）については、それぞれ、

土地OM派、建物OM派、コミュニティOM派

という3軸構造の仮説を立てていたが、結果

は予想に反して、建物OM（98％が支持）の

評価が最も高く、次いで土地、コミュニティ
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イの順であった。しかも、階層構造となって

いた。つまり、ほとんどの人が建物OM派で、

そのうちの半分が土地OMも支持、そのさら

に半分がコミュニティOMも支持していた。

コミュニティOM派だけが全てを支持してい

た。

　次に、土地についてどこまでOM性を求め

ているかについては、街区までとする人は2

割にとどまり、大多数は宅地の位置や面積の

みが関心の対象であった。

②4テーマの需要度

　複数回答では古民家が40％と人気を集めた

が、唯一回答で5段階評価の5を記した人は

4つのテーマを合計しても35％で、多くの会

員はこの4つのテーマを魅力的だと思いなが

らも決めかねているところもあるようだ。

③会員のライフスタイルと属性

　ごく普通の郊外戸建て志向のユーザーとの

違いは特にみられなかった。建売りに飽き足

らなくなってきているユーザーが実在するこ

との証明とも読み取れる。

　年齢層は、30代が20％（定借が影響して

いるように思える）、50～70代が40％で、こ

こ数年の傾向と大差はなかった。

　特記すべきは、茨城で募集したにもかかわ

らず、東京、神奈川が50％に対し、茨城が

15％にとどまったことである。不動産は土地

に従属する商品でマーケットが狭いという定

説を覆し、企画によっては広く首都圏を対象

とできることを示したことは注目されるであ

ろう。

　グループ結成の目途が立ち会員も500名を

超えた時点で、ユアーズ倶楽部の運営続行も

決まったので、販促のための活動プログラム

を作成した。専用ウエッブサイトを開設し、

会員の交流と広告内容の充実（土地価格情報）

を行なうことや、当社の方針をそのままネー

ミングした手づくりの会報誌発行（隔月）、会

員名簿をデータ化し管理・販促に活用、詳細

なアンケート調査による属性把握と販促ツー

ルを探るなど、地道な活動を継続している。
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