
@dream導入 成功事例集

@dreamを導入されたユーザー様の成果を
成功事例集としてまとめました。
導入する前の苦悩から成功するまでの
軌跡まで、中々聞けない貴重な
内容となっています。ぜひ、ご覧下さい。
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導入後は物件の登録、トップページの
充実化を行なっておりましたが期待し
たほどの効果は得られませんでした。
そこで、R&L㈱のイベントでコンサル
ティングを受けることとなりました。
コンサルティングを受け大きく変更し
た点は、物件情報の中身を充実させ、
地域性を出していき、一辺倒だったコ
メントを不動産のプロ目線から見たコ
メントに徹底して入れ替えていくこと
でした。簡単に聞こえますが、実際に
これらを本気で変更した途端に業務が
忙しくなりました。しかし、改善から
3ヶ月後には明確な数字として効果が現
れました。ホームページへの1ヶ月のア
クセス数が1200に増え、更に１年後
には2500となりました。その結果、
問い合わせもコンスタントに入るよう
になり、案内から契約までの道筋がで
きるようになりました。

契約されるお客様の中には、自宅を売
却される方もいらっしゃいます。そう
すると反響から契約だけではなく、さ
らにもう１件の契約が発生します。１
件の反響が２件分の契約を産んでくれ
ます。しかも、@dreamのみの集客な
ので広告費は１円もかかっておりませ
ん。さらには反響のあったお客様の自
宅を買取り、売主になることまで出来
るようになりました。
これは当社にとって初めての大きな出
来事で、大変嬉しいことでありました。

社名 アイホームズ株式会社

URL http://www.i-homes.co.jp/

導入年月日 2012年9月

導入ソフト 売買版

会社概要

当社は板橋区と和光市の境に位置しており、路線では
東武東上線と都営三田線の間になります。
お客様の不動産探しとその取引が無事に進行されます
よう誠実に対応いたします。

@dream導入後は、
自社ホームページのみで勝負！

User Profile

導入前

主に新築戸建ての現地販売を行なって
おりました。3ヶ月間毎週土日を使って
休まずに出ていたこともありましたが
成約には結びつきませんでした。人権
費や営業マンの定着率の低下のことを
考えたときに@dreamを検討するに至
りました。

【アクセス数】
月平均 2500件

【反響からの成約率】
月平均 30%
※自社ホームページからの反響のみ

導入後

効果

No.001

© 2017 Ring and Link Corporation.

http://www.ring-and-link.co.jp/index.html
http://www.ring-and-link.co.jp/index.html


導入して４年が経ちましたが、当時と
は比べ物にならない程、ホームページ
に対する知識が増え、同じ商圏内の同
業者と見比べても、充実した内容に
なっていると自負しております。当社
ではSNSの利用はもちろんですが、
ポータルサイトも利用しております。
ただあくまで、当社ホームページに来
て頂く為の導線と位置付けております。
実際にお客様から成約時にアンケート
を取った際、ポータルサイトから当社
のホームページへ来て、細かい内容を
確認している事が分かりました。せっ
かく当社ホームページへ来て頂いても、
ポータルサイトよりも情報が少なけれ
ば本末転倒です。だからこそホーム
ページに力を注ぐ事に重要性があると
考えています。

＠dreamの最大の魅力は、ホームペー
ジを自由にカスタマイズができる点で
す。他社ソフトの場合は、定型になっ
ていて、変更ができても費用が発生す
るなど、思うようにいかない事が多い
と聞きます。他社と差別化を図る上で、
『カスタマイズが容易にできる環境』
は、大きなメリットです。自社の強み
や特徴を出す事ができ、機能において
も豊富な室内写真、ＳＮＳ投稿、追客
機能など、最新の機能が手に入る素晴
らしいソフトであります。

社名 株式会社鳴門賃貸ハウス

URL http://www.nisitani-co.jp/

導入年月日 2011年 8月

導入ソフト 賃貸版

会社概要

「あなたに合ったお部屋探しのお手伝い」をモットー
に鳴門市を中心に賃貸住宅の仲介、管理、リフォーム
を行っている不動産会社です。
豊富な物件の中から納得のゆくまでお探しください。

@dreamだからこそできる、
競合・ポータルサイトとの差別化

User Profile

導入前

当社は西谷株式会社として創業４０年
目を迎えましたが、約４年前にグルー
プ会社株式会社鳴門賃貸ハウスを設立
し、業務を移行しました。時代が変わ
れば人も変わり、老舗という看板だけ
では、訴求力にならない時代になった
と肌で感じ、＠dreamを導入した背景
がありました。

【導入後の成果】

・2015年度の当社営業部門の売り上げ
が過去最高益を記録

・大手ハウスメーカー管理物件・仲介
件数が前年比３倍増

・お問合せメールからの成約率９０％導入後

効果

No.002
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オープンした頃は、今までやったこと
もなかった物件入力・写真撮影に時間
をとられ、ホームページの構成のこと
も分からず苦しみました。初期の段階
なので反響もなく、心情としてはかな
り焦っていました。競合他社と差別化
を図るために当社ならではの工夫・特
色を出していくホームページ運営を心
掛けようと決め、様々な対策を実行し
ました。まず、導入のきっかけとなっ
た「お客様がワンクリックで探してい
る物件にたどり着ける」を第一に考え
て色々な物件ページを作成しました。
例えば、お客様は住宅ローンを借りる
方が大半なので、予算返済額で物件を
探せるように対策を行いました。

他にも【市町村 不動産】というベ
ターな検索ワード以外にも小学校区・
中学校区やマンション名で検索出来る
ようにしました。

その結果、各種物件ページからのアク
セスが2年間で約3倍にUPしました。傾
向として細かいキーワードで検索をす
るお客様がとても増えているのだと思
います。

また、3年前から@dreamの機能を
使ってYouTubeへ物件の動画をアップ
しております。今のお客様は画像や動
画を検索する方が多いらしく、1番多く
見られている動画だと1000回を超え
ております。そこから自社のホーム
ページへきてくれる流れです。

@dreamは自由度が高いため、様々な
対策を自社で打つことが出来るのも魅
力の一つです。

社名 株式会社さくらハウジング

URL http://www.sh3.co.jp

導入年月日 2011年6月

導入ソフト 売買版

会社概要

当社は大阪府北部の茨木市を商圏とする不動産会社で
す。通勤や買物に便利な文教都市で、住宅購入者の人
気が高いエリアです。それ故にライバルが多く、なか
なかの激戦区です。

開業と同時に@dreamを導入へ

User Profile

導入前

今から15年前に@dreamに出会い、当
時はワンクリックで、探している物件
にたどり着くことが出来る点に魅力を
感じたことを覚えています。当時務め
いていた会社に導入をしてもらう為に
直談判しましたが、あえなく撃沈しま
した。そのときに、将来開業するとき
には、@dreamを導入すると固く心に
決めました。2011年に開業しましたが
設立前には@dreamを導入し、営業開
始日に向けて準備を始めていました。

導入後

効果

No.003
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@dreamで見直した点

①濃い物件情報を提供する
②物件の探しやすさ

①物件写真は最低でも20枚以上掲載し、
コメントも詳細に記載することに。
また、テコ入れするにあたり@dream
ユーザーのページを参考にさせて頂き
ました。その結果以下2点も心掛けまし
た。
・物件コメントにデメリットも記載
・Youtubeの積極利用

②様々な対策も功を奏して「尾山台
賃貸」で検索すると3番目に表示され
るようになりましたが、TOPはポータ
ルなどに取られてしまうのでニッチな
キーワードで検索したときにひっかか
るように1000パターンの物件ページ
を増やしました。それだけでなくお客
様が物件を探していく上で役立つペー
ジも新たに作成しました。

社名 有限会社二葉不動産

URL http://www.futabafudousan.com

導入年月日 2008年12月

導入ソフト 賃貸版

会社概要

当社は尾山台の地で昭和30年に創業し60年あまりに
なりました。東京大井町線・尾山台駅周辺をメインに
扱っております。学生さんが多いこともあり、古くか
ら学生向けのアパート・マンションを取扱っておりま
す。

導入から6年目にして、
@dream運用の大規模な見直し

User Profile

導入後から6年目まで

@dreamは2008年に導入しましたが
本格利用し始めたのが2014年7月でし
た。もともと自社の物件をインター
ネット上に掲載しようということから
始めましたが、当時は自社ホームペー
ジが現代ほど普及していなかったので、
自社物のみでも大丈夫でした。しかし、
時間が経つとともに周りの同業社も自
社ホームページに力を入れ始め、1位
だった「尾山台 賃貸」の検索順位も3
ページまで下がっておりました。早急
にテコ入れが必要と考え、＠dream運
用の大規模な見直しを行いました。

見直し後

効果

No.004

アクセス数はテコ入れ前の8倍となり、
セッション数は2倍になりました。

反響に関しては2日に1件ペースとなり
ました。

今後は1日1件の反響を目指すために
日々努めて参ります。
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@dreamを導入してからは物件入力の
日々が続きました。地味な作業ではあ
りますが、お客様の問い合わせに対し、
瞬時に情報を引き出し対応することが

出来るようになりました。その結果、
お客様と現地で待ち合わせとなること
が増えスタッフの時間を無駄にするこ
とがなくなりました。

反響に関しても導入前は自社ホーム
ページからは全くなく、ポータルサイ
ト頼りでしたが導入から 1年が経った
頃、自社ホームページからも反響が入
るようになりました。ポータル経由で
成約となったお客様の7割以上は自社
ホームページを見てから来ていること
が分かりました。

@dreamはインターネット不動産とし
て不動産探しのお客様の獲得に活用で
きることはもちろん、無理な営業に時
間を使うこともなく、スタッフの時間
を確保できるソフトです。
誰でも真剣に取り組めば成果が上がり、
実績が出せる。そんなソフトではない
かと思います。

社名 株式会社杜丸不動産
URL http://www.futabafudousan.com
導入年月日 2014年6月

導入ソフト 賃貸版 売買版

会社概要

弊社は、高崎市の旧群馬町・箕郷町・北群馬郡榛東村
とその周辺を営業エリアとして、賃貸・売買の仲介、
土地建物の買取・販売、アパート管理やリフォームな
ど不動産に関することは何でもお受けいたします。
スタッフは4名でうち3名が女性です。

営業の時間を短縮して、
ホームページからの反響増

User Profile

導入前

開業時に色々な本を読み漁り、その中
の一冊にR&L㈱金丸社長著の「広告禁
止！ネット不動産進化論」がありまし
た。同じ群馬県内で成功されている会
社の例が記載されており、@dreamに
とても魅力を感じました。しかし、当
時は目の前の仕事を優先しいつの間に
か記憶から遠ざかっていました。それ
から3年後に弊社のスタッフがR&L㈱が
講師を務めるセミナーに参加し、内容
を熱く私に語ってくれました。もとも
と、不動産業のインターネット活用に
は興味があり、当時のホームページと
ポータルサイトをリンクさせたり、検
索順位もSEO業者任せでやってもらっ
たりと、色々と手は出していました。
しかし、スタッフが語るセミナーの内
容は自社でホームページを運営し顧客
管理に繋げていくという内容で、話を
聞くうちに開業当時読んだ本と繋がり、
その日のうちにもう一度本を読み導入
を決めました。

導入後

効果

No.005
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