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いいデザイン、いい選択、いい出会い

　　　　　　　始まる前から安心の家創り。



これからの新しい家づくりのシステムです。

建築コーディネートサポートって何？



家づくりのこういった声、よくお聞きします。

● よく見かける住宅じゃ、つまらない。もっと自分らしくしたい。
● 自由設計のはずが、デザインや設計に制約があって思い通りにならなかった。
● ハウスメーカーの展示場巡りしたら、その後の営業攻勢に疲れてしまった。
● 標準仕様から変更すると、結構高くなってしまう。
● 予算、デザイン、技術、自分に合った建築家、建築会社はどこ？ 
● その価格、高いの？安いの？判断ができない。
● いろいろな選択、判断、何を基準に選べばいい？
● 専門家に直接想いを伝えづらい。
● 気の良い工務店の社長だったけど、デザイン的にちょっと合わない。
● ちょっとしたことでも気兼ねなく話せる家づくりに詳しい相談相手がほしい。
● 価格の目安や基準が分からなくて困っている。
● プラン・間取りが満足いくだろうか？
● 手抜き工事をされないか不安。
● 良い依頼先が見つけられるだろうか？  

「自分に合った住み心地のいい、こだわりの家を建てたい」

そんな想いを描いて家づくりを始めてみたけど、こんな不安はありませんか？

建築コーディネートサポートって何？

解決策があります。



建築コーディネートサポートって何？

解決策は、フェアな競争から。

建築家３名によるプレゼンから１名を選択
お会いする中で、お客様の建築イメージをお聞きします。

建築コーディネートサポート大阪の審査に通った登録建築家の中で、お伺いしたお客様の

イメージに合う方を複数名ご紹介します。

その中から 3名の建築家を選んで頂き、実際にお会いして頂きます。和やかな雰囲気の中、

3名同時にインタビュー形式でお客様の住まいづくりのイメージを上手に聞き出してくれます。

（この時は漠然としたイメージで大丈夫です）

3週間後、建築家から設計プランのプレゼンテーション、ご自分と家族にとって一番共感できる

プラン、お客様とのコミュニケーション能力、相性等も総合的に判断して１名を選びましょう。

もちろん、建築コーディネートサポート大阪もアドバイス致します。

※不採用になった設計士・建築会社・不動産会社には支払いは一切発生しません。

建築会社も８～１０社の公平な入札・面接から選択
建築士が詳細図面、仕様書を仕上げた後、建築コーディネートサポート大阪が登録建築会社の

中から工法、技術、得意分野等を考慮して 8～ 10 社を選定。建築会社へは予算を伝えずに

入札依頼。建築コーディネートサポート大阪が立会いのもと、面談、質疑応答を行い、 総合的

に判断しながら相性も良く、安心でき、価格も適正な 1社を決定します。

各社の見積りは、400 万～ 1,000 万もの差が出ます。低価格や適正価格を知る上で入札が

いかに適正かお分かり頂けます。この適性価格と信頼度を把握した上で選ぶ安心。

ＡＣＳシステムの大きな魅力です。

※請負契約書・契約約款、完成後の保証書等は、ＡＣＳ大阪の書式に統一します。
　お選び頂く建築会社によって契約内容が変わることはありません。

提携している複数の不動産業者から土地情報の収集
複数の不動産業者から、土地選びでは、「条件付き」でない全体の費用バランスの取れた、

理想の家づくりのための土地を提案します。複数の不動産業者から、多種多様な物件情報の

収集。実際の土地に足を運んで確認し、また契約に立ち会うなどプロの立場で契約まで

フォローします。お客さまは、土地・設計・建築の全てを建築コーディネートサポート大阪に

集約できるので手間を大幅に軽減し、安心感も高まります。

施主様がお支払いになる設計・建築費

支払う費用の内、実際に設計・
建築に使われる費用割合

開発費、広告宣伝費、営業経費、
利益など建物以外にかかる分が
大きな割合を占めています。

ＡＣＳ大阪コーディネートサポート料
設計監理料
住宅検査料
一般経費、広告費
建築会社の利益など

お支払いのお金を、これだけの割合で
建築に反映される家づくり

支払うお金が、きちんと建物に反映される家創り
ハウスメーカーは建物外の広告費や営業経費、人件費等が相当な費用部分を占めているため、

家づくりにかけられる費用が少なくなってしまいます。

建築コーディネートサポート大阪でも、同様の経費は必要ですが、ウエイトが小さく、

お支払いいただくお金が充分に建物へ反映され、費用対効果の高い家創りが可能です。

さらに、入札による効果で建築費自体を圧縮することもできます。

それもＡＣＳシステムの大きな特徴のひとつです。

図 A

一般的な建築費内訳

図 B

ACS大阪の建築費内訳

　ブルー：実際に建築に使われる費用割合
オレンジ：経費割合

一級建築士も、建築会社も、不動産も、たくさんの選択肢から選ぶ安心。私たちがコーディネートします。



建築コーディネートサポートって何？

さらに、ここまでサポート。

検査も保証も第三者機関による充実したものに
公的機関の検査と建築会社による 10 年保証に加えて、2009 年 10 月より

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が施行。

本システムは 2005 年から国内最高レベルの現場検査を実施。

その豊富な検査実績で住宅品質を確実に見守ります。

躯体以外も独自の５年保証
第三者機関による厳格な住宅検査、住宅瑕疵担保責任保険、これに加えて、

ＡＣＳ大阪の家づくりでは躯体部分以外でも 5年間の保証。 

法的に 10 年保証された躯体部分以外で、不具合が発生した場合でも無償で

対応を行うために建築担当の会社に対して 5年の瑕疵担保（保証）を義務付け

ています。これによって不具合にも迅速に対応。

さらに、ＡＣＳ大阪では建築会社とは別に年 2 回のペースでお宅を訪ね、

調子をお伺いしています。

金融機関の選定・交渉サポート

わずか 0.1％の金利差で返済額が大きく変わる住宅ローン。

どこの銀行が良いか。固定・変動のどちらが有利か。特別優遇金利は本当に

お得か。尽きない悩みに適切なアドバイスをし、金融機関の選定や交渉も

お手伝い。より有利なプラン構築をサポート。

調査や登記も代行

土地を購入したり、住宅建築の際に、各種の調査や権利の登記などがスムーズ

に行えるよう、司法書士や土地家屋調査士とも提携、その煩雑な手続きを代行。

税理士とともに相続税対策などのご相談にもお応えします。

火災・地震保険プランのご提案

建築する住まいや家財に適したプランを数社の保険会社から取り寄せ、

検討の際はアドバイス。過不足のない適切な保険プラン選定をサポートします。

いつもご一緒に

家づくりは始まってからも色々と決めることがあります。

たとえば住宅設備機器・内装建材。

これらを選定するためにメーカーのショールームへ。

そんな時にもご要望いただければご一緒させていただき、アドバイス。

こんなスタンスも多くのお客様に評価いただくポイントです。

一級建築士の検査員による最低 10 回以上の現場検査、120 項目 500 ヶ所以上の

チェック。この国内最高レベルの体制が、2005 年から本システムに組み込まれ

てきました。検査写真はホームページで公開。検査の様子や工事の進行状況を

いつでもご覧いただけます。建物の完成・お引渡しの際は、施工会社の保証書と

ともに、800 ～ 900 枚の写真などで構成された約 500 ページに及ぶ第三者機関の

検査記録、保証書（建物・地盤）をお渡しします。

● 既存建物の解体や樹木の撤去・移設・新設
● 仮住まいのご紹介
● 擁壁の撤去や補修
● 地鎮祭や建前（上棟式）の段取り、神主さんなどの手配など
● 国や県、市との交渉や手続き
● 断熱材・新素材・新建材などの情報収集・提供
● 家具・照明・カーテンのご相談。ショールーム等への同行
● 断熱材・新素材・新建材などの情報収集　

家づくりに付帯する業務もフル支援。

検査・保証はもちろん、家創りをめぐる何かと雑多な付帯業務をしっかりサポートします。



建築コーディネートサポートって何？

ＡＣＳシステムを整理してみました。

いい出会いが待っています。

設計士も建築会社も不動産の情報も､すべて複数から､具体的な情報を
もとに選択できる。そして技術･実績はもちろん､感性や人間性も含め
て､パートナーをじっくり検討できる。この安心感と､素晴らしい出会いの
チャンスが本システムの最大の魅力「我が家を建てた人」とは忘れが
たいもので､友人のようにお付き合いが続くケースも少なくありません。
それだけに｢いい出会い｣が大切です。

フルオーダーメイドの家創りが可能。

たとえ注文住宅の地元工務店でも､社内設計の場合､施工に配慮した無難なものに
なりがちです。ＡＣＳ大阪では､設計･デザインは専門の一級建築デザイナー。
施工は､注文住宅に豊富な経験をもつ建築会社。それぞれに役割が異なります。
法規制や安全面の問題がない限り､完全なフルオーダーが可能で､希望や家族構成､
趣味志向､ライフスタイルに合わせた｢家創り｣を追求できます。

土地探しも設計･施工も、ひとつの窓口でスムーズに。

土地探しからスタートさせる方に､提携不動産業者を通じて建築条件の
ない土地を多彩にご紹介できるのもＡＣＳ大阪の強み。また､不動産･設計･
建築がひとつの窓口になるため行き違いやトラブルの防止にも繋がりま
す。施主様の負担も軽減することでしょう。

設備はもちろん工法も自由です。

大抵の建築会社は､ひとつふたつの工法を専門としていますから、
工法の選択肢は限られがち。当社は木造軸組､2×4､鉄骨造､鉄筋コ
ンクリート (ＲＣ)と､それぞれの工法に精通した建築会社がそろい､どん
なご要望にもお応えできます。ただし､ご希望の設計や予算によって
工法の向き不向きがありますので､そこはアドバイスさせていただきます。

入札で、安心･適正価格を追求。

建築費。一般の人には分かりにくいものです。たとえ見積を提示されて
も､この数字は高いのか安いのか､安すぎるのも気になる……不安は付
きものです。しかし 8～ 10 社の入札方式で適正な価格を見極め。
しかも各社の見積金額は実際の建築にかかるもの。広告や営業の経費が
織り込まれたメーカー見積に比べて費用対効果が高く､安心･納得して契
約をすることができます。

各工程を複数がチェック。安心を万全に。

当社の家創りは､すべての工程が複数監理。設計を監理するのは、
公的機関と第三者機関､もちろん建築会社も図面を周到に確認しま
す。施工を監理するのは､一級建築設計士と第三者機関､そして建築会社の
監理担当。本システムの保証は､2009 年の法制度化以前から､建築会社と
第三者機関のダブル体制をとってきました。何事も複数。
ＡＣＳシステムの強みです。

施主様の立場の交渉人がいる、安心。

設計士や建築会社､不動産業者､金融機関や司法書士……。
多くのプロと交渉や打ち合わせを行う機会が多い家創り。ご自分だけでは慣
れないこともあって不安なものです。直接では言いにくいことや､うまく伝
わらないこともあるでしょう。しかし家創りの全工程を当社が施主様の立
場で橋渡し。それぞれのプロに要望を出したり､不明点を確認するなど
すべてをお任せいただけます。

いつでも何でも相談できる、第三者が心強い。

設計が確定しても､家創りではその後に決めなければならないことが本当に山積み。
色は？素材は？ドアは？照明は ?？コンセントの位置はこれでいい？
そうそう申請が必要？……　そんなとき､気軽に質問や相談のできる第三者は
心強い存在です。細部まで一緒に考えて解決する。ＡＣＳ大阪の基本スタンスです。



建築コーディネートサポート大阪と歩く

満足できる家創り、
はじまるよ。

建築コーディネートサポートって何？



ＡＣＳのフルオーダーの家ができるまで

ＳＴＥＰ１.お問合せ
家づくりに関して、どうやって進めればいいのか？疑問点、現状の住まいに関する問題など何でもお問合せ下さい。

最初は、気軽なメールがオススメです。

ＳＴＥＰ２. 面談　（要予約）
ＡＣＳシステムのご説明、ご用意頂けるご予算の確認、住宅ローンのご相談、総予算の把握、ご家族様の

住まい創りに対しての希望・ご要望をお聞きします。

ライフプランニングも可能です。　（提携ファイナンシャルプランナー：有償）

土地からお探しの場合は整理内容に基いて、提携不動産会社から建築条件の無い土地情報を収集します。

提示された土地情報について、長所短所をアドバイスさせて頂きます。

話し合いの上、土地を決定します

※ 土地探しからの方は、この頃から住宅ローンを依頼する金融機関を決めます。

ＳＴＥＰ３. 建築家オリエンテーション
建築コーディネートサポート大阪が立会いのもと、3名の 1級建築士がインタビュー形式でお客様のご要望を

ヒアリングします。（約 60 分～ 90 分程度）この段階の希望は漠然としたもので構いません。

ＳＴＥＰ４. 建築家コンペ　　（約３週間後）　
各建築士より、設計デザイン、設計思想を図面（S=1/100）模型・ＣＧ様々な形でプレゼンテーションが行われます。

（1名 / 持ち時間 30 分）

質問も自由に行えますので、不明点をクリアにしましょう。

）すまれらおも方るれらめ決に日のそたっ会出（ 定決を家築建るす頼依、に安目を後間週1らかンゼレプ本

選定審査は当社も行い、アドバイスをさせて頂きます。

● この段階で当社ＡＣＳ大阪とのご契約となります。※ASCサポート契約：内金10万円

ＳＴＥＰ５. 詳細設計の作成　
選定された 1級建築士と打合せを重ねていき、より詳細な設計図面を作成します。（S=1/50）

この時は細かなことまで遠慮なくお話し下さい。ショールームへの同行も行い、アドバイスをさせて頂きます。

ＳＴＥＰ７. 建築会社の競争入札、契約　

　

※設計事務所ともこの段階で契約となります。

各社から後日見積書が提出されます。これまでの実績・アピールポイントなども判断材料に加えて選定を行います。

3社程度候補を絞り、建築コーディネートサポート大阪が立会いのもと直接面談をします。

不明点などを確認するとともにお会いした印象などを確認しながら１社を決定。

※ 建替の方は、住宅ローンを依頼する金融機関をこの時期に決定します。

ＳＴＥＰ８. 着工
１級建築士の監理、第三者検査機関の最低 10 回以上の現場チェック、当社コーディネーターのもと工事を進めます。

第三者検査機関（ホームリサーチ社）利用の場合、各工程ごとの現場レポートがホームページ上に掲載 

（パスワードで厳重に保護）いつでもご覧いただけます。

ＳＴＥＰ９. 完成・お引渡し
建築会社、当社コーディネーター、建築士が立会いのもと竣工検査、第三者機関による最終検査及び完了報告書

躯体部分の 10 年瑕疵保証書、その他取扱説明書、各種保証書とともにお引き渡しとなります。

ＳＴＥＰ１０. アフターメンテナンス
お引き渡し後、建築会社によるアフター検査が行われます。躯体部分 10 年保証とは別に完成後 5年間は不具合に無償

で対応する保証がついています。ＡＣＳ大阪では建築会社とは別に年 2回のペースでお客様宅を訪ねます。

不備などはお気軽にお申し付け下さい。

ＳＴＥＰ６. 施工会社に見積依頼　
詳細設計をもとに、8～ 10 社の建築会社に当社から見積要請。

建築コーディネートサポートって何？

契約を結びます。
選定に際しては当社もプロの立場から、様々なアドバイスをさせて頂きます。



実例

入札とお金の

はなし

実例　　Ｈ様邸の場合

建物ご予算の目安 33,500,000 円
ご希望の住宅プランを伺いつつ、無理のない住宅ローンご返済プランを

検討するなどご予算の算定段階から、ＡＣＳがサポート

入札

建築会社８社の入札結果

A 社　22,900,000　　F 社　25,570,000

B 社　23,500,000　　G 社　26,000,000

C 社　23,900,000　　H 社　27,400,000

D 社　24,770,000　　※低価格順（税別）

E 社　24,820,000　　

※本体工事、外構工事、その他建物工事に関する全てを含みます。

同じ設計・仕様でも

最大　　　　　　　 もの差！450 万円
適正価格を知るために競争入札が
いかに有効かお客様も驚きとともに
実感されます。

入札金額の低い４社と直接面談
お客様のご希望により、A社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社を面談希望。
後日、建築コーディネートサポート大阪、建築士が立会いのもと
お客様と直接面談を実施。不明点を質問したり、会社の実績、担当者の人柄などを検討。

この結果、Ｂ社が落札

総建築費を整理すると

23,500,000 円 × 8％（消費税） ＝　25,380,000 円　・・・①
落札価格 合計金額（税込）

当社の建築コーディネートサポート料は、総建築費の３％

25,380,000 円 × 　3％ ＝　761,400 円＋（消費税）　・・・②

建築設計事務所の設計監理料は、総建築費の４.５％

25,380,000 円 × 4.5％ ＝　1,142,100 円＋（消費税）　・・・③

地盤調査費

50,000 円＋（消費税）　・・・④
調査の結果、地盤改良工事の必要はありませんでした。

Ｈ様邸の住まいづくりの総額は

① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ =27,333,500 円＋（②+③+④の消費税）

上記金額の他に、次の費用が別途かかりますが、これはどんな住まいづくりでも同様です。

●借入時の銀行手数料　●住宅検査料　●抵当権他登記料　●引越し費用　●カーテン費用　●火災保険　

●建替の場合は解体費用　●地盤調査の結果により、地盤改良工事費が必要になります。

一般的な
設計費用は８％～１５％
ここでもコストが
削減できます。



建築コーディネートサポートって何？

～ 家づくりに対しての想い ～
学生時代より建築に興味があり、建築関係の学校を卒業後、木造注文建築を主とする地場ホームビルダーの住宅営業としてスタートしました。

展示場にモデルハウスがあり、来展者の接客、アンケート収集、訪問営業に明け暮れる日々。営業マニュアル等は無く、昔ながらの方法で

「先輩達の仕事を盗め！」そう言ったアドバイスがあるだけでした。

苦労した１年目。2年目には表彰されることもありましたが、私がお客様と関わるのは契約から仕様打合せまでと最後の引渡しの時だけという

状況に、何か満足感を得ることが出来ませんでした。

というのも住宅業界というのは大抵、設計と施工は自社で完結。実施設計と建築確認申請は下請けの建築士が、現場が始まると現場監督が

現場管理を行っています。営業段階での仕様打合せが、会社利益重視によってお客様に気付かれず現場監督の意向で変わることもありました。

設計での不具合も同様です。

「一生に一度の家づくりを私に任せて欲しい！」しかし「家づくりを最後までサポート出来ない !」

理想と現実のギャップにジレンマを感じていました。

『 一生に一度の家づくりをお客様に近い存在で寄り添って共に完成させたい』その想いが叶うことはなく、住宅業界には嫌気が差し、

今後伸びるであろうリフォームの分野に挑戦。99年、住宅設備機器商社の介護リフォーム専門部署へ転職しました。ここではお客様の身体状況

に応じたリフォーム提案がメイン。ただ、常に心残りだったのは「お客様に寄り添った家づくりがしたい」という想い。

2012 年、決意を新たにして今の En-planning を立ち上げました。

建築業界の悪しき慣習を無くし、どうすればお客様の家づくりに安心と満足を提供出来るか？

行き着いた答えは、「設計と施工の分離」でした。

本来の各専門分野の立ち位置に戻して中立な立場で監理する。

そういった事業を構築しようとしていた時、「住宅建築コーディネーター」という資格に出会ったのです。

～ 住宅建築コーディネーター資格との出会い ～
家づくり (住宅建築 )は、実に様々な分野が絡み合い、何も知らないお客様にとって住まいを取得するまでのプロセスは、非常に複雑かつ

不透明です。本当に良い住まいを取得するためには、その人が住まいに何を求め、その要望を叶えるためにはどんな家づくりの方法が良いか

を、お客様自身が判断できるようにする必要があります。そこで生まれたのが、“中立な住まい相談員”の「住宅建築コーディネーター」と

いう資格でした。自分の目指すべき方向性が既に資格としてあることを知ってすぐに取得。志の高いメンバーとの勉強会を通して住宅建築

コーディネーター資格の原型でもある建築コーディネートサポート（株）の吉田社長と出会いました。

この出会いが後に建築コーディネートサポート大阪を立ち上げるきっとかけとなったのです。

～ 建築コーディネートサポートはどのようにして生まれたのか？ ～
静岡県清水区にある建築コーディネートサポートは、その吉田社長自身の家創りでの痛い教訓により生まれました。

一級建築事務所と自宅の家づくりを開始。夢や希望、安心感に包まれて建設が開始されたのも束の間。当初の設計と違う、設計担当が一度も

現地を見ずに設計が進められていた、図面と施工内容が違う、不十分な検査体制。

「自分だけが不運にもこんな業者に当たってしまった」

しかしそれは建設業界にはよくある話。私たちにとっては一生に一度の夢の家づくりであっても、プロの側にとっては数ある仕事のひとつに

すぎない。だから真心が入っていない。業界のすべての人が真心なしで無責任というわけではありません。良心的で腕のいい人と出会う

チャンスを創り出し、痛い想いをした経験者がお客様の立場で家創りをコーディネートすれば…。苦い思いをしない家創りができるはず。

もちろん、そんなしくみは当時の業界にはありません。

「自分のような人を一人でも多く助けたい」という使命感から、住宅業界に挑戦したいと考えるようになった吉田社長。

当初は専門家からの反発もありましたが、結果的に家を建てるお客様自身の安心や利益につながるシステムであるため、今では協力会社も

増え、しっかりしたサポートでお客様の満足する家創りが進んでいます。

～ 建築コーディネートサポート大阪ができた理由 ～
建築コーディネートサポート大阪は、「家づくりには中立な立場の人間が必要である」「悪しき慣習のある住宅業界を共に微力ながら変化させ

ていきたい」との共通の考えから、建築コーディネートサポート（株）のシステムを取り入れて、暖簾分けするという形で生まれました。

大阪で住宅建築コーディネーターでもある En-planning 代表 井上が中心となり、ＡＣＳシステムを大阪と奈良エリアで展開しています。

このコーディネートサポートシステムの

” 常にお客様に寄り添い安心感を得て頂くために努力すること ” 

この想いを大切にし、家づくりで後悔する方を一人でも減らしていくために全力でサポートをする。

その高い理念を引き継いでいます。

お客様主導の家創りを実現するために。



建築コーディネートサポートって何？

作品事例

作品事例は全面リフォームも含みます。
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