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課題の確認

テーマ

ドクトル外壁さんが

話題になる

斬新なアイデアを
募集します。

「常識を覆す！外壁塗装の商品やサービス」

「口コミでどんどん広がるアイデア」など

新たな価値の提案・アイデアをお願いします。

サブテーマ
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ドクトル外壁さんを知ってましたか？

塗装専門店『プロタイムズ』キャラクター

ドクトル外壁さん
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株式会社プロタイムズ・ジャパン

塗装業界初のフランチャイズ

「プロタイムズ」の本部運営

【本社】〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北4-2-8

【東京】〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-1 10階

【大阪】〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3 B1

プロタイムズ...会社概要

会社名

事業内容

社名
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一般社団法人

日本フランチャイズチェーン協会 正会員

※正会員数206社（2016年5月時点）

プロタイムズ...会社概要

所属団体
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宮城から沖縄まで

31都道府県で展開中。全国100店舗

プロタイムズ...FC展開
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プロタイムズの店舗出店例プロタイムズ...FC展開

福岡北店（福岡県） 桜井店（奈良県）下関店（山口県）

半田店（愛知県） 白河店（福島県）熊谷北店（埼玉県）
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プロタイムズ...グループ会社

株式会社アステックペイントジャパングループ会社

□ オーストラリアでは、国内第４位の塗料メーカー

□「国内一の伸縮率を誇る遮熱・防水塗料」を販売

□ 塗料販売店を経由しない直販体制で販売

http://astec-japan.co.jp/
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リフォーム業界全体のクレーム部位

屋根・外壁に関わるクレームがトータルで圧倒的 1 位!

[ 財団法人住宅リフォーム紛争処理センター 相談統計年報２００９年度 ]

屋根
▼

外壁
▼

（塗装工事は屋根・外壁リフォームの割合が高い）

リフォーム市場の傾向
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なぜ？屋根・外壁リフォームのクレームが多い？

屋根・外壁リフォーム

塗装工事 ≒
●専門的な知識が必要

●仕上がりしか分からない

●業者任せになってしまう

●安い価格のリフォームが
選ばれる傾向

リフォーム市場の傾向

悪徳業者

多発
【全国的に】
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悪徳リフォームが話題に

消費者はリフォーム業界に不信感

「お客様へ自信を持って、良いサービスをお届けしたい」

プロタイムズの店舗出店例リフォーム市場の傾向

市場

「塗料の直販体制」のため「消費者」

から声を拾える環境にあった

しかし...塗料は半製品のため、技術で塗布量などを

間違えると性能が発揮されない

全国統一の品質を提供できる
プロタイムズ構想が生まれた
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「お客様が三世代100年使う家を、私達が三世代に
渡って守っていく」をコンセプトに家を塗装で守る集団として誕生

塗装で守る三世代100年の家

プロタイムズの理念

・ プロタイムズは、品質において妥協せず「業界最高の商品とサ－ビス」を
提供し続けます。

・ プロタイムズの品質とは、「営業品質」「工事品質」「サ－ビス品質」を
指し、全てにおいて業界トップを達成し続けます。

プロタイムズの目指す方向性・方針

プロタイムズ...設立

コーポレートメッセージ

業界基準を確立し

「安心・安全を消費者へ届ける」
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プロタイムズのロゴ・ネーミングの想い

大切な建物を
資産・財産価値を守る

PROPERTY

塗装のプロ集団

PROFESSIONAL

大切な建物を
塗装で守る

PROTECT

常に
前進・進化する集団

PROGRESS

プロタイムズの理念プロタイムズとは

プロタイムズのプロには
4つの「PRO」の

想いが
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2008年10月 アステックペイントの加盟店10社と
プロタイムズ構想スタート

2009年03月 株式会社 プロタイムズ・ジャパン設立
一次募集店20社とプロタイムズ活動開始

2010年05月 正式オープン、一般企業の募集開始

2013年01月 日本フランチャイズチェーン協会の正会員認定

2013年06月 ドクトル外壁さんブランド導入

2014年03月 加盟店数 100店舗

プロタイムズとは
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売上高推移 1億2,000万円→69億7,500円
（2009年） （2015年）

施工累計数 20,272棟 （2016年3月現在）

診断累計数 29,889棟 （2016年3月現在）

塗装平均金額 148万円

塗装実施年数 10年～15年

年齢層 60代～

※価格は平均値より高めだが

成約率は全国の塗装会社の中でも高い

プロタイムズとは
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プロタイムズ...サービス

安心・安全のサービス提供

プロタイムズの強み「不透明を明確に」≒「安心・安全」
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適切な工事のために必要なお家の健康診断

『お家の健康診断』の特徴

専門の資格を持った
診断士が診断するので安心

DVDでお渡しするので
家族全員で確認できる

1

普段見ることのできない
屋根の状況も詳しくわかる

実際のビデオ診断の様子

プロタイムズ...サービス

2

3
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圧倒的な量と質の診断報告書

『診断報告書』の特徴

実測結果をよりわかりやす
くご説明するため東西南北
の立面図を作成・提出

何の工事にどれだけかか
るのか一目で把握できる

1

素材の説明も入っているの
で知識が無くてもわかる

プロタイムズ...サービス

2

3
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塗装の品質を確保するための外装リフォーム図面

『外装リフォーム図面』の特徴

独自の専用CADソフトで
建物の立面図を作成

正確な塗布量がわかり
工事価格を正しく判断
できる

1

塗装工事に必要な
塗装面積を正確に算出

プロタイムズ...サービス

2

3

19



塗料がもつ性能効果と耐久性を発揮するため
塗料メーカー規定の「塗布量」や「塗り重ね乾燥時間」を
厳守します。

塗布面積の算出と
塗布量チェック

メーカー指定の
「標準塗装仕様」厳守

診断士・職人の
定期的な教育

工事基準の厳守

プロタイムズ...サービス

20



施主様と現場の職人をつなぐ塗り替え交換日記

『塗り替え交換日記』の特徴

毎日の作業報告で
工事の進捗度合がわかる

施主様用のコメント欄で
質問や要望も伝えられる

1

ご不在時は郵便受けに投函
帰宅後に作業が確認できる

プロタイムズ...サービス

2

3
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プロタイムズのＷ工事保証

保証記録は本部がシステムで
管理・保管し、お客様が
紛失された場合などは本部よ
り再発行。

お客様の安心と満足のために、
施工後も長期的に
しっかりサポート。

万が一不具合が起こってしまった場合の製品保証・施工店の工
事保証に、加え、プロタイムズ本部での工事保証を行います。

施工店の保証
工事保証

本部の保証
工事保証

第三者による工事保証は
全国でプロタイムズのみ

※塗料メーカーは
製品保証しか
出しません。

プロタイムズ...サービス
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全ての書類をお届け住宅履歴情報ファイル

プロタイムズ...サービス

住まいのメンテナンス証明として、プロタイムズでは工事に関わった全ての書類を
整理し「住宅履歴情報ファイル」でご提出しています。
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プロタイムズ...サービス

Q 工事の満足度をお聞かせください。

大いに満足… 33％

満足 … 53％
普通 … 9％

やや不満 … 3％

不満 … 2％

※集計期間：2015年1月～2015年12月【回答数】1,402件

工事満足度 ％86
工事完了後にお客様からいただく

満足度アンケートで

のご支持をいただいています !!
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設立以降、様々な試みを実施

2008年
・オリジナルキャラクターの活用

・オリジナルソングの活用

プロタイムズ...プロモーション

2010年 ・イメージキャラクターの活用

2015年
・テレビCMの活用（BS/CS）

・全国誌の活用（週刊朝日など）

・オウンドメディアの導入

2013年 ・サービスブランドの立ち上げ
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・オリジナルキャラクターの活用

・オリジナルソングの活用

プロタイムズ...プロモーション（2008年~）

ポケットティッシュ

パンフレット

ビデオ診断DVD

チラシ
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・イメージキャラクターの活用

プロタイムズ...プロモーション（2010年~）

パンフレット のぼり

工事用垂れ幕
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・サービスブランドの立ち上げ

プロタイムズ...プロモーション（2013年~）

工事用垂れ幕 のぼり

手提げ袋

総合パンフレット

チラシ
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・テレビCMの活用（BS/CS）

・全国誌の活用（週刊朝日など）

プロタイムズ...プロモーション（2015年~）
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・オウンドメディアの導入

プロタイムズ...プロモーション（2015年~）

10月 3,740
11月 14,166（378%）
12月 22,349（157%）

1月 44,501（199%）
2月 75,123（168%）
3月 97,966（130%）
4月 109,150（111%）

PV数の推移
（ ）内は前月比

https://reform-journal.jp/
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プロタイムズ...課題の確認

住宅リフォーム市場規模は2013年度に

過去最高の7兆円へ ※住宅リフォームデータブック2015より

1兆7700億
円

25.4%

3600億
円

5.2%

専門工
事店

3600億
円

5.2%

2750
億円

4.0%

その他
2250
億円

3.2%

小売業
1800
億円

2.6%
エネルギー事業者

ビルダー・工務店

総合リフォーム店
3兆1700億円

45.5%

不動産・デベ
ゼネコン

ハウス
メーカー
6200億

円
8.9%

近年では家電量販店という全くの異業種がトップ10に

ランクインするなど、新たな局面を迎えている。
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プロタイムズ...課題の確認

「塗装ってなかなか差別化できないんです」

販促会議 企画コンペティションでみなさまへ

リフォーム・塗装業界の常識を覆す
アイデアをいただきたいです。

診断や提案で訴求につなげてきたが消費者が買うのは
「工事」、よってインパクトが薄い

この業界ならではの「正しい工事をやります！」と
言っても他の業界ではそれは当たり前の事
塗装の質は塗って5年たたないとわからない
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課題の確認

テーマ

ドクトル外壁さんが話題になる

斬新なアイデアを募集します。

塗装会社ができるサービスメニューや
商品でもいい
面白いプロモーションでもいい

とにかく塗装業界を打ち破る
「インパクト」がある「商品」「サービス」
「プロモーション」などの企画を募集します。

33


