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                           NEWS RELEASE 

                       
                    

 

2018年度 ピタットハウスネットワーク経営方針説明会 

心の通った永続経営 ～For the Future ピタットハウス～ 

ピタットハウスネットワーク㈱（本社：東京都中央区、代表取締役：宮北英治）は、去る 4月 17日（火）

ホテルグランヴィア京都（京都府京都市）にて「2018年度ピタットハウスネットワーク経営方針説明会」

を開催いたしました。 

当会は年に 1度ピタットハウスネットワーク加盟店の代表者にお集まりいただき、今年度の運営方針説明や、

本部推進事項、前年度の優秀者表彰等を行う会です。 

2003年から始まり、第 16回目となる本年の方針説明会ですが、全国の約 260社・約 460名の経営者の方（一

部代理人）にご参加いただきました。 

第１部は方針説明と表彰式を実施。第 2部では、特別講演として元全日本女子バレー監督の眞鍋政義様を

お招きし、「逆転発想の勝利学 ～チームのスイッチを入れる～」のご講演いただきました。第 3部の懇親

会では、今年で加盟満 10年を迎える加盟店様を対象とした 10年表彰を行いました。 

［お問い合わせ]  ピタットハウスネットワーク株式会社 広報担当：成田 

TEL 03-3510-0010 FAX 03-3510-0151 MAIL narita@pitatnet.jp  

以下、当会の様子をご報告いたします。 

【第 1 部】 

 

■2017年度 表彰式 
プレゼンターにピタットハウスのイメージキャラクターの小島瑠璃子様をお招きし、前年度の個人成績優秀

者、優秀店舗表彰、ピタットハウス ファーストクラブ認定式(※)、グループサービス活用表彰を行いまし

た。 

表彰者は P.3以降をご覧ください。 

      
※内容については、P.5のピタットハウス ファーストクラブの説明をご覧ください。 

 

表彰式の様子 

  

2018年 4月 28日（土） 
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■スターツグループの現状報告他 (スターツコーポレーション㈱ 代表取締役 磯𥔎 一雄) 

 
スターツグループは、前期は不動産管理事業などが好調だったことから順調に業績推移しており、新浦安の

ショッピングセンターの運営事業や京都のホテル事業など、近年取り組んでいる大型案件などについてご報

告させていただきました。 

 

また、ピタットハウスは全国で契約ベースで 640店舗となり、1,000店舗も視野に入ってきました。 

「店舗数も増える一方、サービスが低下するということがないよう、フランチャイザーとして邁進していく」

とお伝えさせていただきました。 

 

■運営方針説明（ピタットハウスネットワーク㈱ 代表取締役 宮北 英治） 
 

今期のテーマ「心の通った永続経営 ～For the Future ピタットハウス～」についてご説明させていただ

いた後、今期の戦略及び経営サポートとして「集客」「商品」「スキル」の 3 つを強化していくための具

体的な施策を発表。 

また、それらを後押しする為「ネットワーク」「システム」「本部支援」の 3方向から、それぞれの具体的

な取組について説明させていただきました。 

 

「店舗数が増える中、ピタットハウスはどうあるべきなのか立ち返り、心の通った関係性の構築や、質の高

いサービスを提供できるよう、本部として支援していきたい」と発表させていただきました。 

 

 

■加盟店取組発表 
ピタットハウスの活用方法や独自事業など具体的な取組を、下記 2社の加盟店様にお話しいただきました。 

 

新潟プレハブ工業株式会社 河端社長（新潟県新潟市） 

株式会社日建企画     後藤社長（神奈川県横浜市） 

 

 

会場の様子 

    
 

 

【第 2 部 特別講演】 
 

第 2部では、元全日本女子バレー監督 眞鍋政義様に「逆転発想の勝利学～チームのスイッチを入れる～」

についてご講演いただきました。 

個性的なチームをまとめるための独特な人間掌握術や、監督在任時に iPadを使っていた理由など、時折笑

いも織り交ぜながらご講演いただきました。緻密なデータ分析による指導論からは想像できないような、会

場を感動に包む場面もあり、皆様に大変ご好評頂きました。 
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【第 3 部 10年表彰、懇親パーティー】 
 

第 3部の冒頭では、今年でピタットハウスのイメージキャラクター就任 20年を迎える水野真紀様をプレゼ

ンターにお招きし、今年で加盟満 10年を迎える加盟店様を対象とした 10年表彰を行いました。 

 

その後の懇親パーティーでは、年に 1回全国のピタットハウスの代表者が集まる場ということで、情報共有

や親交を深めていただきました。 

 

10年表彰、懇親会の様子 

   
 

 

 

≪補足資料≫ 

 

◇2017年度 店舗表彰 

 

※「店舗業績、または店舗におけるパーヘッド業績」、各種イベントや研修参加を通じた「人材育成」など

9項目を数値化し、その総合得点が高かった上位店舗を優秀店舗として表彰致します。 

 

 

・最優秀店舗賞（順不同） 

盛岡仙北店    （株式会社アパートセンター） 

東大島店    （株式会社ドリームジャパン） 

東松山ぼたん通り店  （株式会社東上不動産） 

浅草橋店    （スターツピタットハウス株式会社） 

小松店               （志乃丘商事株式会社） 

長崎中央店    （株式会社よしひろ企画） 

 

 

・優秀店舗賞（順不同） 

いわき店    （株式会社サンアロープラン） 

古川店     （平和不動産サービス株式会社） 

帯広中央店  （株式会社丸正池田） 

蒲田東口店  （株式会社マイハウス） 

新横浜店  （株式会社エム・コーポレーション） 

河内岡本店  （河内土地建物株式会社） 

新田店          （株式会社アクシア） 

蒲田店     （スターツピタットハウス株式会社） 

小牧店     （有限会社大黒住宅） 
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富士店     （ラウンズコミュニケーション株式会社） 

徳島店     （株式会社ケーズオフィス） 

西宮北口店   （有限会社ベスト） 

中崎町店    （株式会社オーシャンズプロデュース） 

淀川中央店      （三成建設株式会社） 

今里店     （株式会社セゾンホーム） 

岡本店     （株式会社 Live Design） 

宮崎店     （有限会社シーエス不動産コンサルタンツ） 

熊本店     （株式会社おくば不動産） 

光の森店        （熊本賃貸サポート株式会社） 

 

 

・敢闘賞（順不同） 

郡山店           （ランド・ジャパン有限会社） 

秋田店           （有限会社みどりや不動産） 

山鼻店           （株式会社イーホライズン） 

中島公園店                  （株式会社シティビルサービス札幌） 

青森店                     （株式会社あおい不動産） 

氷川台店                    （株式会社 正久保不動産） 

保谷店                     （アップル株式会社） 

越谷店                     （アーバンハウス有限会社） 

京成大久保店              （株式会社クリオネット） 

横浜西口店              （株式会社日建企画） 

中央公園前店              （有限会社あおいハウジング） 

西船橋北口売買センター      （株式会社アイ・ユニットコーポレーション） 

溝の口店              （リアルトーヨー株式会社） 

姉ヶ崎店              （株式会社 豊和） 

足利市店              （株式会社ハウス‐弐拾壱） 

桜新町店              （株式会社レイズコーポレーション） 

川口店                      （株式会社 たちばなホーム） 

北本店                      （丸和セレクトホーム株式会社） 

川崎駅前店              （スターツピタットハウス株式会社） 

安城店                     （株式会社ウエルカムコーポレーション） 

岡崎駅南店                  （株式会社中央建物管理サービス） 

新潟店                     （新潟プレハブ工業株式会社） 

南摂津店              （株式会社クレセル） 

水口店                     （有限会社富士コーポレーション） 

住道店                     （株式会社マツヤマスマイルホーム） 

三田店                     （株式会社リノ・ファクトリー） 

南茨木店              （株式会社ブライトハウス） 

京都駅前店              （株式会社ＫＣスペース） 

宇部店                     （株式会社ウベモク） 

鹿児島城西店              （株式会社新聖都市開発） 

北谷店                      （有限会社サキコーポレーション） 

武雄大町店              （株式会社アルファーホーム） 
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◇2017年度 個人表彰 （敬称略） 

 

・金賞 

売買部門 長崎中央店  （株式会社よしひろ企画）       入里 健一 

売買部門 岡山店  （有限会社オバタ建設不動産）       西岡 高広 

賃貸部門 三田店  （株式会社リノ・ファクトリー）      織部 真司 

賃貸部門 公津の杜店  （スターツピタットハウス株式会社）  髙橋 莉映 

 

・銀賞 

売買部門 帯広店     （株式会社丸正池田）         池田 健太 

売買部門 岐阜加納店     （株式会社ドリームホーム）       永田 真隆 

売買部門 平塚店     （有限会社タカヤ不動産）           三瀧 修 

賃貸部門 成田店     （スターツピタットハウス株式会社） 荒尾 遼 

賃貸部門 小松店     （志乃丘商事株式会社）             石川 祐子 

賃貸部門 王子店     （株式会社レンタルハウス）         大野 希 

賃貸部門 立花店     （アエラハウス株式会社）           後藤 伸司 

賃貸部門 熊本城前店     （株式会社おくば不動産）           藤本 侑徒 

 

 

・銅賞 

売買部門 帯広中央店     （株式会社丸正池田）           石倉 康尊 

売買部門 木更津店     （株式会社ロハス）          長田 真樹 

売買部門 東松山東口店     （株式会社東上不動産）              長谷部 陽彦 

売買部門 新鎌ヶ谷店     （スターツピタットハウス株式会社）  村上 勇 

賃貸部門 諫早店     （大家不動産株式会社）           石井 梨恵 

賃貸部門 帯広中央店     （株式会社丸正池田）           大熊 英明 

賃貸部門 都心営業課     （スターツピタットハウス株式会社）  川名 瑠衣子 

賃貸部門 宇都宮東店     （河内土地建物株式会社）           藤田 香織 

 

 

◇2017年度 グループサービス活用賞 

 

※スターツグループが提供する商品・サービスを、自社の店舗運営に有効に活用された店舗を表彰致します。 

 

■少額短期保険        

小田原店 （株式会社トープラホームズ）  

溝の口店 （リアルトーヨー株式会社）  

 

■家賃 deポイント 

越谷店     （アーバンハウス有限会社） 

秦野渋沢店      （湘南不動産株式会社） 

 

 

◇2017年度 ピタットハウス ファーストクラブ 

 

※今までに最優秀賞・優秀賞を 3回以上受賞した店舗を対象とし、さらに今年度も最優秀賞、優秀賞に選ば

れた店舗に対して、認定証を授与する制度となります。 

 

東大島店       （株式会社ドリームジャパン） 

宮崎店         （有限会社シーエス不動産コンサルタンツ） 

 


