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年前の２００７年

は◎じめに

今から

振り返ると、この

月、
『不動産業界を変える！

ハウスドゥの挑戦』という本が発

年は短くもあり長くもある時間でした。この間にリーマンショック、東日

です。本書はこの本の続編ともいうべきもので、今度は私、安藤が筆を執ることにしました。

行されました。経営ジャーナリストの高橋範夫氏が当社を取材され、全体像を明らかにされた本

2

の本だと言ってよいでしょう。
当社の歩みをよりよくご理解いただくために、本書は

章の構成となっています。まず第

章

1

章は

年に及ぶハウスドゥの歩みをつづっています。

章で当社がフランチャイズ・チェーン

で「新築から中古」
「フランチャイズ化」の二つが不動産業の大きな流れであることを説明します。

7

動産業界を変える！」という理念を変わることなく掲げ、走り続けてきました。その総決算がこ

本大震災などが起こり、
ハウスドゥを取り巻く環境は大きく変化しました。その中で私たちは「不

5

3

6

章で三つのＦＣ加盟店に現場の実情をお話しいただきます。

章は私、安藤の半生と企業経営に寄せる思いをつづります。これを受け、

章で数名の幹部

（ＦＣ）展開に乗り出した経緯などをご説明し、ＦＣの実情を具体的にご理解いただけるよう、

20
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3

5

◎
2
4

5

社員に当社や私に関することを話してもらいます。最後の

章の主題は「住宅情報モール」です。

このハウスドゥの新しい取り組みをご説明するとともに、未来への展望をお話しします。

本書は前作『不動産業界を変える！（１）』の続編という位置づけではありますが、これ１冊
でハウスドゥのすべてがわかるようにまとめました。

長引く景気低迷、東日本大震災など、日本社会は多くの課題を抱えています。その中で私たち

不動産業者に何ができるか自問してみると、やはり「良質の住環境をご提供する」の一語に尽き

ると思います。そして、この大目標を実現するためにハウスドゥは「不動産業界を変える！」こ
とを目指し、本書で述べる諸事業に全力で取り組んでいます。

安藤正弘

本書をご一読いただき、私たちハウスドゥの夢や情熱の一端をご理解いただければ、これにす
ぐる幸いはありません。

２０１２年１月

ハウスドゥ代表取締役社長
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