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　人口減少などによる空き家問題などに伴
い、新設住宅の着工戸数が減少していく一
方、国を挙げて推進されているのが住宅リ
フォームビジネスだ。国土交通省の「住生
活基本計画」では、「既存住宅の流通及びリ
フォーム」を併せた市場規模を平成30年度
の12兆円から令和12年度迄に14兆円に拡
大する計画。そのような中、独自のポジショニ
ングで異彩を放つのが「住宅設備の交換工
事」に特化する株式会社交換できるくんだ。
　同社が専門とする住宅設備交換の市場
規模は2.8兆円と、住宅リフォーム市場全体
の6.5兆円の中でも安定したニーズのある領
域＊。しかし、小規模リフォームであるがゆえ
に人件費との採算が合わないため、積極的
に手がける企業は少ない。かつ、受注単価を
上げるために不必要な工事まで強行する「リ
フォーム詐欺」が横行しやすい市場だ。それ
に対し、同社は「住宅設備機器と工事」をセッ
ト販売する透明性の高いECサイトを開発。
その背景には「弱い立場の人を悲しませたく
ない」という栗原将社長の原体験があった。

　栗原社長は、半導体関連の企業で役員を務
める父親のもとに誕生。亡き父親との関係性
が、栗原社長を経営者の道へと至らせることに
なる。「父親は母親に対して亭主関白で気難し
い人でした。些細な事でも気に食わないことが
あるとすぐに『出ていけ！』と怒鳴り、母が子ど
も部屋に逃げてくることも日常茶飯事でした。
母がしくしく泣く姿を見て、何もできない子ども
の自分が悔しかったです」（栗原社長）

たら起業できるのかと考えたときに、物を売
れる限り食いっぱぐれないだろうと。そこで
修行のために、OA機器の販売会社に営業
職として入社しました」（栗原社長）
　しかし、入社初日から雲行きは怪しかった
という。「あくまで当時の話ですが出勤してド
アを開けた瞬間に、怒号が響いて灰皿が飛
び、真っ赤な顔をした人が走り去っていきま
した。これは入る会社を間違えたなと思いま
した。その後も朝から晩まで飛び込み営業
をするか社内で詰められる日々が続き、営業
で10名ほどいた同期は全員疲弊して辞めて
いきました。ただ私は修行のつもりで入って
いるので、逃げるわけにはいきませんでした」

（栗原社長）
　さらに、オーバートークな営業手法も栗

　そうした状況は、父親の勤務先のお家騒
動を機に、さらに悪化していったという。「父
が帰宅すると、延 と々会社への愚痴を聞かさ
れる日々が長いこと続きました。口答えをし
ようものなら烈火のごとく怒られるので、ひ
たすら耐えるしかありませんでした。そのよう
な体験があって、自分はサラリーマンにはな
れない、絶対に起業しようと決めていました。
若かった私は、起業を決めた以上、大学を出
る必要はないと考えて受験勉強もしませんで
した」（栗原社長）何で起業をするかも決まっ
ていなかったので、CADやCGを学べる専門
学校に進学し、アルバイトに精を出しながら、
さまざまな企業を見て回ったという。「設計の
アルバイトもやってみたのですが性に合いま
せんでした。特殊な能力もない自分がどうし

リフォーム業界の中でも、ガスコンロや食洗機、トイレといった住宅設備機器の単品交換に特化する「交換できるくん」。
同社は業界内に横行していたオーバートークな商習慣をITで改革し、機器と工事をセットで販売する透明性の高いECサイトを運営。
受注単価の低い小規模リフォームでも収益性を高めながら、偽りのない誠意で「かゆいところに手が届く」サービスを提供している。
そのような誠実なサービスの背景にある実直な経営人生について、同社の栗原社長にお話を伺いました。　　

目指すは住宅設備工事業界のマーケットリーダー。
リフォーム業界の商習慣をITで改革した

「交換できるくん」の偽りなき誠意

会 員 イ ン タ ビ ュ ー

Kurihara Masaru
1975年生まれ。神奈川県横浜市出身。設計デザイン専
門学校卒業後、OA機器の販売会社を経て、98年ケイシス

（現・交換できるくん）を設立し、代表取締役社長に就任。

株式会社 交換できるくん
代表取締役社長

栗原 将 氏

父親への反抗心から経営者の道へ。
住宅設備機器事業との出会い

「交換できるくん」の取扱商品ラインナップ

＊㈱矢野経済研究所「住宅リフォーム市場に関する調査を実施（2020年）」を元に同社調べ

年間施工実績 30,000 件超！ 住宅設備機器の単品工事に特化する「交換できるくん」の商品ラインナップをご紹介。
表示価格は『商品代 + 基本工事費 + 廃棄処分 + 諸経費 + 商品と工事のダブル 3 年保証』など全部込み。出張なし
のネット見積りだからこそ「安い・早い・便利」を実現しています。他社の見積りに比べて約 2/3 の金額の商品も！

各カテゴリ売れ筋人気ランキング1位

ビルトインガスコンロ

パロマ　repla
81,272 ～ 83,446 円

トイレ

TOTO ピュアレスト QR
96,140 円～152,240 円

IH クッキングヒーター

パナソニック G32 シリーズ
64,900 円

キッチン蛇口・水栓

TOTO TKS05301J
25,009 円

ビルトイン食洗機

Panasonic NP-45MD9S
146,212 円

給湯器

パロマのエコジョーズ
134,732 円

レンジフード

ノーリツ クララ
97,223 ～125,079 円

浴室乾燥機

マックス BS-161H-CX-2
83,600 円

（価格は掲載時）



2022.09 29

原社長の信念に反していた。「業界にいると
皆、感覚が麻痺していきますが、私には単な
る嘘にしか思えませんでした。ですから私は
正直にモノを売っていました。最初は全く売
れませんでしたが、正直であることを売れな
い理由にしてはいけないとある時に気づいて
からは急に売れるようになったのには驚きま
した。22歳になる頃にはマネージャーに昇
格しましたが、その矢先に過労で入院を経験
したのです。その時にいくつかの事が重なっ
て、一つの区切りと考えて、独立を決意しまし
た」（栗原社長）
　独立をするなら営業マンがそこまで疲弊し
なくて良く、かつ、もっとお客様も喜んでくれる
会社を作りたいと思っていたため異業界での
独立を検討。当時、栗原社長の弟が水道修理
の仕事をしていたことから、現場を見学させて
もらう流れになった。「お客様宅を訪問すると、
困っていたというご年配の女性の方が正座で
お辞宜をして歓迎してくれました。OA機器の
飛び込み営業では、オフィスに入った瞬間に

『帰れ』と言われて『いや、ちょっと待ってくだ
さい』と食いつくところから始まります。それ
と真逆の世界があることに衝撃を受けました。
さらに工事が終わると『ありがとう』と喜んでく
れてお金をもらえる。こんなふうに人から感謝
される仕事がしたいと、この事業で独立するこ
とに決めました」（栗原社長）

　しかし「お客様に感謝される最高の仕事」
の裏側には、栗原社長の信念に反する許し

聞いてくださることもありました。そこで少し
ずつ背伸びをしながら必死で工事を完了し、
キッチン、内装、外壁とラインナップを拡充
していきました。実践しながら学び続けたの
で、非常に鍛えられました」（栗原社長）
　街の水道屋さんからリフォーム業へと業
容を転換すると共に、従業員を雇って7～8人
の規模で売上高3億円まで成長した。しか
し、ここで栗原社長は人材マネジメントの壁
にぶつかることとなる。「社員がお客様とこと
ごとく問題を起こしました。例えば、不具合
で再工事の約束をしているにも関わらず、放
置してしまうなどです。最終的には責任者を
出せとなるので、私が対応していました。そ
の際、誠心誠意の対応をすれば、最後はお
客様と良い関係を築けます。ただ、このプロ
セスを社員が行うのは不可能だと感じまし
た。経営者と同じ質と量で働くことを強制し
たら、前職と同じ状況に陥ってしまうと悩み
ました」（栗原社長）
　同時に世間ではリフォーム詐欺が社会問
題に。客先を訪問すれば「お宅も詐欺じゃ
ないの？」と言われる日々が続いたという。

「リフォームは使ってみないと、その良さがわ
かりません。事前に証明することが難しく、
誠心誠意やっていましたが、名も無き会社で
は信用を得ることは難しい。個人としてはお
客様に喜んでいただける仕事はできるだろ
うけれど、事業スケールは難しい。それでリ
フォーム事業は自分には違うなと感じるよう
になりました」（栗原社長）
　苦境にあえぐ栗原社長を救ったのは、アナ
ログ回線からISDNに変わりつつあったイン
ターネットの台頭だ。「ホームページを自分で
作れる程度の知識があったので、試しに機
器をネットで売ってみたら売れたのです。そ
れまで工事1件を受注するために大変な思い
をしていたので、ネットに載せるだけで物が売
れることに非常に感動しました」（栗原社長）
メリットはそれだけではなかった。当時のリ
フォーム業界では、現場調査後に見積りを作
成するのが一般的。県外まで行くとなれば、
見積りだけで1日が終わってしまったという。

「しかし住宅設備の交換工事なら、既存機器
の型番とポイントを確認するだけで、見積り
を作成することができます。訪問しなくて

がたい実態があった。そのことが、同社が業
界内で唯一無二のポジションを築くきっかけ
となる。
　「何も知らずにこの業界に入りましたが、
蓋を開けてみれば、困っている人たちからぼっ
たくる商法が横行していました。例えば、チ
ラシには『蛇口のパッキン交換3,000円』と
書いてお客様を呼び込みます。しかし、パッ
キン交換で直る故障だったとしても『 直らな
いから、新品に変えましょう』と嘘をつくので
す。そうして新品に交換した上で『 請求額10
万円です』と工事当日に追加請求する世界。
それでもお客様は仕方がないと支払うわけ
です。しかも、この業界のお客様は、困って
いるお年寄りなど不利な立場の方々です。
そのようなことがまかり通っていいのかと非
常にショックを受けました」（栗原社長）
　何度も業界から身を引くことを考えたとい
う栗原社長。しかし、借金をして会社を作っ
てしまった以上、簡単にやめることもできな
かったという。「ですから私は3,000円で直
るものは3,000円で直しました。とはいえ
採算が合わないことは事実なので、そこは提
案営業で追加受注を獲得しました。例えば
節水効果のある新しい蛇口を提案するなど
です。若者が一生懸命仕事をしているのを
見て、お客様のほうから他に何ができるかと

私とアジア経営者連合会

Nextの会では非常に有益なネットワークを提供していただいています。
先輩の方々始め、同世代のメンバーも多く、皆上場企業経営者の集まりなので、
メンバーの方々から学ぶ事が多いですね。事務局の方々にも日頃よりお世話になっております。

信念にもとづき、業界の商習慣に抵抗。
住宅設備工事に特化したECの誕生

「交換できるくん」の3つの強み
「交換できるくん」の強みは、1 媒体力   2 見積り品質   3 施工品質。これら 3 つの高度な連携により、

他社が一朝一夕で真似できない競争優位性を獲得している。

住宅設備機器に特化することで実現するスケジュール管理イメージ

有益なコンテンツの蓄積と強固な SEO で高い集客性を獲得。媒体力 5万超の Web サイト1
現地調査をしない Web 完結型で DX を実現。
かつ工事費もシンプルにパッケージ化。Web完結型での高い見積り品質2
住宅設備機器の単品交換に特化することで、無駄のないスケジュール組みが可能に。
かつ優秀な多能工により高品質を実現。専門特化による高い施工品質3
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● Company Profile
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https://www.dekirukun.co.jp/co/
設立：1998 年 11 月 13 日
東証グロース（7695）

株式会社 交換できるくん

会 員 イ ン タ ビ ュ ー 株式会社 交換できるくん

も、写メを送ってもらえば済むことに気づい
たのです。これなら、小規模リフォームでも
利益を出せると感じました」（栗原社長）
　ただ、そう簡単にはいかなかった。なぜな
ら当時はまだインターネットの黎明期。ネッ
トで物を買うことに馴染みのない消費者が
多く、ましてや価格を明示して売るようなリ
フォーム業者はいなかったからだ。「まずお
客様が非常に不安がられました。条件は素
晴らしいけど本当なのかと。そこでお客様は
メーカーに確認します。メーカーとしてもネッ
トを理解している時代ではありませんでし
たし、前例がない当社の販売形式の対応に
困っていました。困ったメーカーは当社の仕
入れをストップさせる。そのような悪循環が
起こりました」（栗原社長）
　しかし、栗原社長には自分は間違ったこと
はしていないという信念があった。「仕入れ先
やメーカーに対して、自分たちがいかに真っ
当に商売しているのか粘り強く説得していき
ました。すると次第に業界の状況を苦 し々く
思っていた人たちが、陰で協力してくれるよう
になったのです。同時にメーカーに喜ばれる
お風呂やキッチンなどの大規模リフォームを
細 と々継続し、なんとか仕入れを切らさずに
済みました」（栗原社長）こうして住宅設備を
ネットで気軽に注文できる「交換できるくん」
が誕生した。

　「交換できるくん」は、ネットで工事手配ま
でが完結する分、安く・早く・便利。営業時
間内に見積り依頼をすれば、当日から翌営業
日中には返信がもらえる。
　さらに、見積りで提示される価格は、機器
代と工事費用に加え、既存機器の廃棄処分
費、諸経費、保証などがすべて含まれた総額。
1件ごとに状況が違う工事費が一律化され、
シンプルでわかりやすい価格設定になってい
る。たとえ写真だけではわからない事態に
より、追加工事になる可能性があっても、事
前に見積りに明記されているため安心だ。
　また、プライベート空間に足を踏み入れる
工事担当者がどのような人物なのか気にな
る顧客は多いだろう。それに対し同社では、
工事担当者の顔や名前をホームページ上に
公開、どの担当者が訪問するのか事前にわ
かるようにしている。「顔が見えないネット注
文だからこそ、より親切丁寧な対応が必要で
す。担当者の顔写真掲載の取り組みは、お
客様からも安心感につながったとご好評を
いただいています。住宅設備は毎日使うも

のなので、お客様の要求が高く、クレームが
発生しやすい商品です。ですから当社では
日々顧客対応をブラッシュアップし続けてい
ます」（栗原社長）
　そうした同社の品質は、工事担当（施工
品質）×営業（見積り品質）×マーケティング

（媒体力）の連携プレーで成り立っている。
　創業当初に壁となった工事担当者の質の
問題は解消。今では技術力にも顧客対応力
にも優れた120名の人材が活躍中だ。「お客
様はインターネット上でトイレ工事一つを頼む
場合でも、ついでにトイレの内装も変えたい
といったニーズも発生します。かといって、水
道と内装の二人の職人で行くとトイレ一つの
工事に対してコストがかさみます。そこで当社
では、どのような工事にも一人で対応できる人
材を育てることにしました。それが可能な人
材は、手先が器用な大工さんなどです。優秀
な大工さんは引く手あまたですし、大規模工
事に魅力を感じる傾向にありますが、当社で
働く意義を伝え、働く環境を整えることで良い
人材を集めてきました」（栗原社長）
　工事までの顧客対応を担う営業には、若
手の業界“未”経験者を積極的に採用。ホワ
イト企業が少ない業界の中、工夫や改善を
重ねて社員が働きやすい環境を整備。その
上で一から同社の価値観やノウハウを教え
込むことで、高い対応品質を実現している。
また、マーケティングチームでは、創業当初か
ら地道にSEO対策を行い、ネット検索で上
位表示される媒体を構築。オンラインでも
かゆい所に手が届くサイトを日々ブラッシュ
アップ中だ。
　ECが浸透した現代では参入者も後を絶た
ないというが、20年かけて築き上げた三者
の連携は、一朝一夕に真似できるものでは
ない。「当社はご利用後のお客様に対してア
ンケートを実施しています。そのご回答をす
べてレーティングして担当者の評価を行い、
マニュアルを作り込んできました。それでも
新たな改善点や課題は尽きることがありませ
ん。ですから今も月に1回、現場の各部門長
が10名ほど集まり、すべてのクレームやご指
摘を共有して解決策を話し合っています。例
えば、今だと半導体不足で仕入れが滞ってい
るため、工事遅延が苦情につながっています。
お客様には状況報告をしていますが、1カ月に
1回の連絡で安心という方もいれば、連絡が
少ないという方もいました。それならシステ
ムを改修してお客様の意思で好きなタイミン
グでも情報がとれるようにならないかといっ
たような案を出し合ったりしています。みん
なで知恵を出し合えば、どのような課題でも
解決策が見えてきます」（栗原社長）

　こうして20年間積み重ねてきた実績と信
頼により、同社は20年12月に東証グロース
市場に上場。約1年半が経過した今、栗原
社長は新たな事業展開に挑戦中だ。「上場し
たことで一定の信用力の獲得につながりま
したが、やはりコロナ禍で身動きは取りにく
い状況でした。それがやっと回復し始めた
と思ったら、半導体不足で商品がスムーズに
仕入れられない状況が続いています。でも、
新たなビジネスに挑戦するいい機会になり
ました」（栗原社長）
　これまで同社ではBtoCに特化してきたが、
21年度からBtoBにも参入。毎年約132万戸
の交換需要が期待される賃貸管理会社向け
サービスで安定性を高めていく。また、買い
替え時の一時負担を減らすサブスクリプショ
ン・サービスへの進出も計画。「所有から利
用へ」と変化しつつある消費行動に対し、住
宅設備領域でもそのニーズに応えていく狙い
だ。「上場企業として成長性を高めつつ、お客
様が求めるサービスを形にしていきたいです。
目指すは2.8兆円規模がある住宅設備工事
業界のマーケットリーダーです」（栗原社長）。

【健康法】 病は気からと言いますが 、できるだ
け心に余裕を持つように心掛けています。

【座右の書】 上場準備期間中の一番苦しいとき
に、日本の哲学者である中村天風さんの本を読
んでから人生が変わりました。天風さんによれ
ば、人生の三大不幸は、病気、煩悶（はんもん）、
貧乏だと。逆にそのどれにも当てはまらなけれ
ば幸せだというわけです。朝が来れば夜が来
て、夏が来れば冬が来るように、あらゆる事象
は動き続けています。それは人間も同じです。
良いときもあれば悪いときもある。良いときは
誰でも感謝することができますが、悪いときも
感謝できる人こそが、成功者だと天風さんは説
きます。人生心一つの置きどころ。信念を持っ
て積極的に生きてこそ価値がある。それを知っ
てから、過去を後悔したり未来を心配すること
はなくなりました。

栗原 将 社長
人物像

「IT×住宅設備」で競争優位性を獲得。
上場企業としての新展開


