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方針・考え方

基盤に影響するメガトレンド

● 住宅着工戸数の減少と空き家の増加
●  ミレニアル世代やZ世代などの中心化
●  住宅に対する需要の変化
● 消費行動の変化

社会的課題
日本では少子高齢化による人口減少を背景に、新設住宅

着工戸数が減る半面、空き家の増加が社会問題となってい
ます。空き家が増えることで、防災・防犯の観点から地域
社会の価値を低下させかねません。

一方、増加する単身者世帯や、ミレニアル世代やZ世代
といった若年世代が家を購入する時期を迎える現在、従来
型の「マイホームの夢」とは異なる価値観に基づく購買行
動が主流になっていくことが想定されます。

また、住宅は新築にこだわるのではなく、中古でもかま
わないといった価値観が増えてくることが想定されるほか、
シェアハウスや定住しない暮らし方など、お客さまの求め
る住まいのあり方に変化がうかがえます。

さらに、インターネットを通じてお客さまが自ら情報を
探す時代であることをふまえ、お客さまとの関係において
は、これまで以上にコミュニケーションを深めつつ、信頼
を獲得していくことが、お客さまに「選ばれる」ための鍵
となります。

当社グループのリスク・機会とその対応
新設住宅着工戸数の減少によって、住宅の提案は今後、

困難をともなうものとなっていくリスクがあります。
これに対して、コーポレートコミュニケーションの強化

によってよりお客さまに当社のことを知っていただくこと
で、将来の顧客獲得への道筋を創っていきます。

一方、当社がこれまで培ってきた情報力および課題解決
力は、需要の変化に対応する際の強みです。当社の強みを
発揮することにより、これからの時代の需要の変化に柔軟
に対応し、新たな事業機会の創出につなげます。

当社では、「愛される大和ハウスに」という姿勢をもと
に、2000 年代初頭から社内に「CS 推進部」を立ち上げ、
お客さまとのよりよい関係づくりに注力しています。こう
した活動によって培ってきたお客さまとの長期にわたる信
頼関係をさらに強化することで、お客さまのライフサイク
ルに合わせた提案や社会問題となっている空き家の活用に
つなげていきます。

顧客基盤　»お客さまとの長期にわたる強固な関係性の基盤

お客さまと長期の信頼関係を構築するとともに、新たなお客さまとの出会いにつながるコーポレートブランドを確立

重点テーマ

4
SDGsへの貢献
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エンドレス ソーシャル プログラム 2021〈総括〉

課題9： コーポレートコミュニケーションの強化
「社名の認知」に留まらず、創業者精神、社是に表れる価値観、
経営ビジョンと一体のコーポレートブランドを確立し、維持
するとともに、磨きをかける。

2021 年度は、2020 年度から継続して企業コミュニケー
ションのテーマを「Grow a new Life 〜新しい生活を育てよ
う〜」に掲げ、広告・宣伝活動を進めてきました。私たち大
和ハウスグループは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」
として、生活や暮らしに新たな価値を創出すべく事業を展開
しています。コロナ禍の社会環境のなか、新しい生活様式に
対応した事業や商品・サービスの新たな取り組みや、持続可
能な暮らしの価値を体現する再耕事業「リブネスタウンプロ
ジェクト」などを通じ、顧客を中心としたステークホルダー
の声に焦点を当てたコミュニケーション活動を積極的に行い、

社会にとって役立つ存在たる企業像の確立に努めました。
2021年度は、KGIであるブランド価値は4%増加、イメー

ジ調査については一部微減という結果となりました。2022
年度は、ガバナンス体制強化を継続するとともに、ステーク
ホルダーとの接点のなかで当社グループのブランドが醸成さ
れるよう、企業理念の共有を図っていきます。

課題10： 顧客長期リレーション対応の促進
新築からストック事業、新規開拓から紹介販売の比重が高ま
る事業環境に備え、CS（カスタマー・サティスファクション）
体制を強化する。オーナーさまのライフサイクル・世代交代
に合わせた適切な提案ができるよう、最適な人財の配置・育
成に加え、情報システムを構築する。

2021 年度は、2020 年度より続く新型コロナウイルスの
感染予防と拡大防止に配慮したお客さまとのリレーション、
定期点検・臨時訪問の新たなあり方が定着した年になりまし
た。今後も引き続き、災害後の特別点検の一部に遠隔支援の
ツールを用いるなど、CS におけるデジタル技術を用いたリ
レーション体制の構築を進めていきます。

また、CS の取り組みを行うなかで、既オーナーさまとの
関係を起点とした「リブネス事業」の取り組みを進め、お客
さまとのリレーションをよりとりやすい体制を構築していき
ます。KGIである顧客基盤を活かした受注率（住宅紹介販売
率）の 2021 年度実績は 41.4% に向上しましたが、目標には
達しませんでした。

■4 顧客基盤

■�ブランド価値・イメージ調査結果
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課題へのアプローチ
当社グループは、事業を通じて社会と共にあること、

そして商品やサービスを通じ暮らす人と共にあること、
という「共創共生」の姿勢をもち続け、「エンドレスハー
ト」に象徴されるお客さま一人ひとりとの永遠の絆を大
切にし、誠実に社会と向き合うことが大切であると考え
ています。

経営戦略において、コーポレートコミュニケーション
の重要性はますます高まりを見せています。持続可能な
経営を実現するためには、社会の一員としてあらゆるス
テークホルダーと相互のコミュニケーションを図り、そ
の声に耳を傾け、信頼され続ける必要があります。

当社グループは創業 100 周年に向け、創業者の精神
を継承し、これからの当社グループの羅針盤となる“将
来の夢 ” を策定いたしました。「従業員が生活者やお客
さまと直接のコミュニケーションを行う」という、当社
グループの業態上の特徴をふまえ、" 将来の夢 " を含む
企業理念を従業員一人ひとりに浸透させることで、コー
ポレートブランドの共有と確立を重視していきます。ス
テークホルダーの皆さまとの活発なコミュニケーション
を通じて、社会からの期待や要請に応えるとともに、生
きる歓びを分かち合える社会の実現を目指します。

マネジメント

グループシンボル「エンドレスハート」運用管理
コーポレートブランドの象徴「エンドレスハート」は、当

社グループの多岐にわたる事業のステークホルダーとの接点
や、建築を通した社会・生活シーン、また広告コミュニケー
ション活動の場で、当社グループが社会に約束する“信頼の
証”となるべく掲示されるシンボルマークです。このシンボ
ルが正しく適切に取り扱われるよう、親会社である当社とグ
ループ各社が個別に基本契約を締結し、運用規定、運用指針

（基本マニュアル）を備え遵守することで、グループ統一イ
メージと好感度向上につながるコミュニケーションマネジメ
ントに努めています。また、知的財産リスクの観点から、商
標登録の徹底を図り、事業のグローバル化加速にも対応すべ
く、世界92 ヵ国で商標登録をしています。商標権侵害（模倣）
については、予防策として各国特許庁データベースの定期的
ウォッチングに努めています。

主な取り組み

「Grow a new life」キャンペーンの実施
「Grow a new Life 〜新しい生活を育てよう〜」をテーマ

に、当社グループの多岐にわたる事業のなかの、特に “ 人 ”
にフォーカスしたスペシャルコンテンツ（大和ハウス工業オ
フィシャルサイト内）を展開しました。コロナ禍で一変した
社会に正対する私たちの取り組みを通じて、新しい価値観
で見えた新たな暮らしの景色を感じていただき、「よい社会、
よりよい未来を共に育てていきたい」そんなコンセプトで、

ステークホルダーの皆さまの声を紹介。さらに、事業を横断
した「ALL大和ハウスキャンペーン Grow a new Life」を実
施しました（キャンペーン期間：2022年1月4日〜 3月31日）。

　Grow a new Life ～新しい生活を育てよう～

Daiwa Sakura Aid
2008年3月末、当社に1本の電話がありました。

「吉野山の桜が元気をなくしている。枯れた木を取り除き、
新しい苗木を植えていかなければ桜が衰退してしまう。創業
者が吉野出身である大和ハウス工業に支援をしてもらえない
だろうか」という奈良県吉野町からの要請でした。

桜の名所であり世界遺産としても有名な奈良県吉野山の桜
は、近年の環境変化や樹勢の衰えにより深刻な危機的状況に
あります。そこで、当社は創業者のゆかりの地というご縁も
あり、2008年から桜の保全・再生の支援をする活動をスター
トしました。

　Daiwa Sakura Aid

【Daiwa Sakura Aidとは】
吉野山の桜保全活動ならびに全国の小学校を中心に、和楽器の演奏・
体験と桜の植樹を行う桜プロジェクトを通じて「和の精神」を象徴と
した「桜」をキーワードに、「共に創る。共に生きる。」という精神のも
と、桜と、桜にまつわる歴史や文化、芸術、生活を守り、後世へと伝
えていく活動です。

■4 顧客基盤

課題 9 コーポレートコミュニケーションの強化

https://www.daiwahouse.com/sustainable/social/contribution/sakura/�
https://www.daiwahouse.co.jp/growanewlife/index.html�
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情報発信のためのイベント
Daiwa Sakura Aidの活動意義を広く知っていただき、桜

の保全・伝承や日本の文化に触れる機会を創るために、積極
的な情報発信を行っています。その一環として、当活動に賛
同しているアーティストにご協力いただき、チャリティーコ
ンサートを実施しています。

2021年度は新型コロナウイルス感染防止対策を行ったう
えで、奈良国立博物館、大阪市中央公会堂、2022 年 2 月に
は大阪市内にある「和」の雰囲気溢れる山本能楽堂にてコン
サートを実施しました。

また、2022 年 3 月は、東
京国立博物館の「博物館で
お花見を」の企画に合わせ、
吉野山や全国各地の桜の写
真展を行い、多くの方に観
覧いただきました。

事業所やグループ会社との連携
全国の事業所やグループ会社と連携を図り、現地吉野山の

桜保全活動やチャリティーコンサートなどの機会に直接参加
できない従業員やお客さまにも、寄付機能付自販機やホテル
の宿泊実績に応じた寄付などによって、桜保全活動の支援に
参画できる体制を整えています。

吉野山の桜保全活動
2021 年度は全５回、苗木植え替えや植樹場所の土壌環境

改善など実施しました。当社が吉野山保勝会と協働で管理す
る桜育成園では、種まきから苗木の育成までを実施していま
すが、2022年2月に約1,500粒の種をまきました。この桜は、
約5年間畑で育成した後に、吉野山へ植樹します。

桜プロジェクト
吉野山の桜保全活動を続けていくなかで、全国的に寿命を

迎えている桜が増えてきているという話を受け、桜を未来
につなげていくために「桜を、つなごう」をスローガンとし、
2010年度より全国の小学校を中心に実施しています。

2021 年度は 6 ヵ所で実施し、のべ 669 名のこどもたちが
参加し、12 本の桜の植樹を行いました。また、当社がまち
づくりをてがけている「上郷ネオポリス」では、自治会のま
ちづくり委員の方にもご協力いただき、地域の多世代交流の
場となりました。これまで、317ヵ所でのべ 92,487 名のこ
どもたちが参加し、759本の  
桜を植樹しました。

募金実績
2021 年春には現地吉野山で桜の募金活動を実施し、4 日

間で1,143名の方から465,074円の募金をいただきました。
また、寄付機能付自販機やグループ会社での吉野山桜保全

のための募金の実績は、下表の通りとなっています。
なお、吉野山での募金者やチャリティーコンサート・イベ

ントの来場者には、当社が毎年発行する写真集「さくら」・小
冊子「ひとひら」をお渡しし、より多くの皆さまに桜の大切
さや保全に対する想い、全国各地の桜にまつわる物語を伝え
ています。

■4 顧客基盤

課題 9 コーポレートコミュニケーションの強化

中千本から見た吉野山の風景 植樹の様子

横浜市立庄戸小学校での
地元の奏者と

コラボレーションの様子

東京国立博物館での桜写真展の様子

項目 募金額
吉野山桜募金 ¥465,074
寄付機能付自販機 ¥3,762,882
コンサート・イベント等での募金 ¥314,190
宿泊実績に応じた寄付（大阪第一ホテル） ¥52,000
客室コーヒー販売実績に応じた寄付（大和リゾート）※ ¥0
衣類寄贈による寄付（大和リース）※ ¥0
株主優待寄付 ¥2,814,000

合計 ¥7,408,146

■�2021年度の募金実績

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2021年度は中止。

奈良工場に
設置されている
寄付機能付

自販機

日本全国の
桜の魅力を
紹介する
写真集「さくら」
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課題へのアプローチ
当社グループは、建物を末永く良好に保ち、資産とし

ての価値をもち続け、世代を超えて建物を長期間にわ
たって使用していただくことが使命であると考え、お客
さまに愛され、信頼される企業であることを理念に掲げ、
企業活動を推進しています。特に日本では今後は空き家
の利活用やリフォームなど既存ストック事業が進展する
なか、顧客・従業員共にミレニアル世代やZ世代の中心
化にともない、長期リレーションの重要性が増していく
と考えられます。

当社グループは、企業として当たり前のことを当た
り前に徹底して行うという「凡事徹底」を企業姿勢とし
て全従業員が共有し、お客さまに対して実践していま
す。さらには「お客さま志向」から一歩踏み出して、お
客さま一人ひとりの立場で考える「個客思考」を行動の
規範としています。この考え方は「一人ひとりのお客さ
まのご要望にきめ細かに応える」戸建住宅を核とした当
社ならではの特徴であり、規模の大きな商業施設や物
流施設の建築においても同様の姿勢であることを重視
しています。

マネジメント

長期の品質保証
当社では、建物の構造やお客さまの状況に適した長期保

証・アフターサービスの仕組みを構築しています。建物の構
造と防水に関する部分は初期保証期間を設けるとともに、定
期的な建物診断を行っています。

お客さまを個々に訪問し、建物診断で確認した改善点につ
いてはメンテナンス工事で修復し、資産価値の維持と向上を
行います。また、これらのアフターサービスで得られた情報
は、CS 統括部門が集約のうえで各部門へのフィードバック
を行い、商品開発や品質保証の体制や仕組みの改善につなげ
ています。

　長期保証・アフターサポート

3つの「質」を高める仕組み
お客さまとの適切なコミュニケーションは、信頼関係を醸

成する基本であり、このことを「商品の質」「社員の質」「業務
の質」という3つの「質」の観点で、あらゆる事業活動の質の
向上に活かすことで、お客さまの期待に応えていきます。
「商品の質」では、お客さまが要求される性能以上のもの

をご提供することが最終的な満足へつながると考えています。
したがって、お客さまからいただいた声はCS推進部におい
て分析し、関連するすべての部署に共有することで改善へと
つなげています。
「社員の質」については、高いレベルの個人が集まって強

い集団になると考えています。お客さまには一人ひとり異
なったご要望があり、その場で臨機応変に対応できる能力が
重要であるため、OJT・Off-JTを通じた人財育成に力を注い

でいます。
「業務の質」については、業務の基本的なやり方・ルールを

把握することが大切だと考えています。当たり前のことを確
実にこなしていくために担当する従業員全員が共通して把握
することが欠かせません。そのうえで業務の改善について
PDCAを回していくことが重要と捉えています。

コールセンターでのコミュニケーション
当社が目指すのはお客さまとのエンドレスパートナーシッ

プです。お客さまの住まいに関するさまざまなご要望のコン
シェルジュ窓口として「ダイワハウスお客さまセンター」を
設けています（24時間365日フリーダイヤルにて受付）。ダ
イワハウスお客さまセンターは、各事業所と一体となり定期
点検のご案内やお客さまの安心メンテナンスサポートを行い
ます。さらにハウスクリーニングからリフォーム、転居にと
もなう自宅の売買・賃貸・引越しまで、当社グループの総合力
で対応できる仕組みです。末永く、住まいのあらゆるご相談
に応じていけるパートナーを目指して「お客さまと共に」の
精神を忘れずに提案していきます。

■4 顧客基盤

課題 10 顧客長期リレーション対応の促進

https://www.daiwahouse.co.jp/jutaku/building/support/service.html�
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接客品質に対するお客さま満足度
お客さまと直接関わる当社従業員が、お客さま一人ひとり

の立場に立って考える「個客思考」を徹底し実践できるよう
にするため、従業員の全階層にわたって研修会を継続実施
しています。2021 年度からは、「お客さまの笑顔のために」
という当社グループ共通のCS理念を伝える研修を、当社グ
ループ各社に対し行っています。それらがどのようにお客さ
まに評価いただけているか、アンケートなどを活用し把握し
たうえで、人財育成に活かしています。

オーナーさま向け会員組織
全国のオーナーさま同士の親睦や経営に関する情報交換の

場として、オーナーさま向けの会員組織を運営しています。
資産活用の専門家による研修会や相談会の開催、最新情報の
提供などを行うことで、所有している建物のメンテナンスや、
賃貸住宅経営などの資産活用をお手伝いしています。また、
親睦旅行や交流イベントなどを通じて、オーナーさま同士の
交流を図っています。こうした取り組みを通じて、オーナー
さまと当社グループとの長期的なコミュニケーションを図り、
信頼関係の構築に努めています。

主な取り組み

商品に対するお客さま満足度
当社の基準通りに開発、設計、生産され、施工した商品が

良品・高品質なものであり、かつお客さまの満足につながっ
ているか、アンケートなどを活用し把握しています。また、
調査だけでなく「お客さまの声」としてお預かりしたデータ
をCS推進部において分析し、各工程に関連するすべての部
署に共有と提言をすることで、改善へとつなげています。

長期にわたる信頼獲得に関する
お客さま満足度

当社では、住宅を中心として複数の事業において、お客さ
まと長期にわたる信頼関係を構築するため、顧客満足度調査
を実施しています。引渡し後のアンケートについては住宅事
業で引渡し後1 ヵ月・1年・2年・10年の調査を実施している他、
集合住宅事業で6 ヵ月、マンション事業で3 ヵ月・1年・2年、
建築事業で引渡し時の調査を実施しています。

また、住宅事業については、オーナーさま専用 Web サイ
ト「ダイワファミリークラブ」を2001年より開設しています。
Web アンケート実施の他、2014 年度には同 Web サイトを
リニューアルし、「メッセンジャー」などお客さまとのコミュ
ニケーション機能を強化しました。

集合住宅事業は「ダイワハウス オーナーズクラブ」、流通
店舗事業は「オーナー会」でのコミュニケーションを通じて
引渡した建物の長期にわたる満足度を把握しています。

デジタル展示場「Live Style Partner」の提供
コロナ禍におけるDX促進を背景に、オンライン活用型の

デジタル展示場「Live Style Partner」を開設しました。すべ
てのお客さまに同じ情報を届けるのではなく、Web 閲覧履
歴などから行動履歴を分析し、そのお客さまが知りたい情報
を的確にお届けすることで、家づくりをサポートしていき
ます。リアルの展示場・オーナーさま事例などの画像ギャラ
リー、お住まい訪問などの各種動画ギャラリー、VR モデル
ハウスなどのコンテンツを用意し、お客さまの興味・関心に
応じた個別のデジタルフォローを推進します。

商品情報の提供
当社では建物の引渡し時に、商品情報に関する書類を提供

しています。例えば、戸建住宅では、お客さまへ建物のメン
テナンスに関する「住まいの手引き」をお渡しするとともに、
希望される方には「日本住宅性能表示基準」に基づき自主性
能評価書（設計・建築の性能評価書）を開示しています。また、
分譲マンションに関しては、引渡し会にて鍵と共に「建築物・
設備等の利用に関する取扱説明書」「ご入居後のサポート」お
よび「D's File」（住まいの履歴ファイル）をお渡ししています。

■4 顧客基盤

課題 10 顧客長期リレーション対応の促進

■�主なオーナーさま向けの会員組織

戸建住宅 集合住宅 流通店舗
名称 ダイワファミリークラブ ダイワハウス オーナーズクラブ オーナー会

会員数
295,398名 オーナー会数 93会

オーナー会員 19,558名、ジュニア会員 2,939名、 
レディース会員 10,770名

全国65ヵ所 6,665名

主な活動

・ 会員さま限定のインターネットサービス
・ オーナーさまの将来のお住まいに関する

疑問や、お悩みを解決するための情報を
提供

・ 賃貸住宅の経営に関する新しい情報の提供を情報誌の発行、セミ
ナーや相談会など専門家を招いて開催

・ 会員さま同士の情報交換、親睦を深めるための研修旅行など
（2020年よりコロナ禍の影響によりリアルイベント延期の代替えと
して、Webセミナーなどのオンラインイベントなどを実施）

・ Webセミナー(税務・
法務ほか)の開催

・ オーナーさま向けに情
報誌やお得情報など
の発信




