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一般社団法人ガーデリー・ソムリエ協会

2022年 4月 4日

サービスメニューのご案内サービスメニューのご案内
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対話・相談

Premium

Basic

協会のサービスメニューを紹介します
SUPPORT　TOULS

PremiumBasic SPECIAL

クレーム相談

図面添削
ソムリエ検定
ロジカルデザイン研修

図面作成委託業務 庭ゼミ

SPECIAL

植栽デザイン計画

対話・相談

クレーム相談

図面添削
ソムリエ検定 ロジカルデザイン研修

図面作成委託業務 庭ゼミ

植栽デザイン計画

お問い合わせ・お見積もりフォーム ご希望メニューに〇を入れ、下記にご記入の上、ご返信ください。

対話・相談（5000円～）

クレーム相談（5000円～）

図面添削（1万 5000円～） ソムリエ 3級検定（3万円～）
ロジカルデザイン研修（55万円～） 図面作成委託業務（15万円～） 庭ゼミ（125万円～）

専属コンサルティング（月額 35万円～）

植栽デザイン計画（5000円～）
●簡易価格表（詳細は別紙各メニュー表参照）

Zoomにて日々の外構についての相談ができます

草花の単体デザインを支援します 外構・お庭のプランをチェック

ガーデンソムリエ資格・検定研修

〝ロジック〟と〝想い〟を伝えるベーシック（基本）研修

外構図面を代行して作成（手書き／CAD） 集客倍増！―〝想い〟を伝える最強ツール

「社数限定」の星学長の年間顧問（独占）契約住宅・外構双方に精通するコンサルタントの助言

ベーシックとプレミアム、そしてスペシャルの 3種別でご用意

セミナー・講義 各種研修会・セミナーを承ります

セミナー・講義（10万円～）

セミナー・講義

会社名

ご担当者名

ご相談事項（自由筆記）

電話番号 メールアドレス

fax 返信先　03-6285-2636

住所 〒

窓ゼミ 「窓」「エクステリア」を同時提案する最強ツール

窓ゼミ（60万円～）

窓ゼミ

導入ガイダンス これからガーデン事業を手掛けたい方へ

導入のための基本研修

導入ガイダンス（15万円）

専属コンサルティング

専属コンサルティング
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BASIC
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導入ガイダンス
SUPPORT　TOULS

「導入ガイダンス」では、外構、ガーデン・エクステリアに関する工務店様が、これから新
規事業としてエクステリア・ガーデン事業を手掛けたい人へのガイダンスとなります。

「導入ガイダンス」

これからガーデン事業を手掛けたい方へ

星学長による「ガーデンビジネス参入」のための基本ガイダンス

※Zoomでの対応も承ります。
※3時間制といたします。
※非会員の方でも受付が可能です。工務店、リフォーム店他、業種・業態を問わず
対応いたします。 費用 15万円 （3時間）

Basic

「導入ガイダンス」では、まずはガーデン・エクステリア業務を遂行する上での基本的事項を確認し、〝何
から手を付けるべきか〟について、星学長より各工務店様に応じたアドバイスと、今後の方向性について
お話をさせていただきます。
新規にガーデン事業をしたいが、まずはどうすればいいのか―そんなお悩みを持つ企業様へ、的確なサゼ
スチョンをさせて頂きます。このガイダンスに限っては、ヒアリング的な要素も強いため、会員以外の方
でも受付が可能となっております。

「導入ガイダンス」で〝何から手を付けるか〟を学ぶ

（消費税、交通費、宿泊費用別）

会員以外の方も受講可能です
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対話・相談
SUPPORT　TOULS

「対話・相談」は、工務店の皆様の外構についてのお悩みを星学長にぶつけることが出来る
当会独自のサービスメニューです。「照明を上手に使いたい」「駐車場の位置はどうすべき」
といった日頃の悩みについて、星学長がワンポイントアドバイスを行います。

「対話・相談」

Zoomにて日々の外構についての相談ができます！

星学長への相談と、対話。
そして長時間相談まで（Zoom対応）
※Zoomでの対応となりますが、電話での対応も状況により受付いたします。
※各種の相談は時間制なので、お悩み内容の解決がそのお時間で可能かどうか
事前に精査した上でお申し込みください。
※「対話・相談」のお申込みは、ホームページの相談フォームないしメールにてお願いい
たします。

●費用
・1件（10分）　5,000 円
・2件（20分）　10,000 円
・3件（30分）　15,000 円

・長時間相談（1時間あたり）　30,000 円

　

Basic

「対話・相談」は、当協会の会員様特典として、星学長に気軽に相談できる基本メニューです。
相談メニューは、時間と相談件数によって分類しております。

●1件につき、「10分」程度のワンポイントアドバイス
●2件につき、「20分」程度のワンポイントアドバイス
●3件につき、「30分」程度のワンポイントアドバイス

上記 3種を基本とし、それ以上の総合的なアドバイスについては、別途、下記「長時間相談」
での対応となります。

●長時間相談　「1時間」のアドバイス

工務店様それぞれの内容によって、メニューを選択してください。

「対話・相談」
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植栽デザイン計画
SUPPORT　TOULS

「植栽デザイン計画」では、外構の植栽デザインについてのアドバイスをいたします。
季節やイメージなどによって、適切な植栽計画についてのサポートとなります。

「植栽デザイン計画」

草花の単体デザインを支援します

星学長監修による「植栽デザイン」の計画

※図面はメールないし郵送にて承ります。
※依頼する際には、建築する場所・地域、立地などの情報を詳しくお知らせください。
※あらためて個別相談が必要な場合は、別途「相談メニュー」にて対応いたします。 費用 5,000 円～

　　　　　　　　　　　（1坪あたりの価格）

Basic

「植栽デザイン計画」は、会員の皆様が一番苦手としている分野ではないでしょうか。
もちろんナチュラルガーデンまで計画できることが理想ですが、一般的な住宅の外構でも「植栽」の提案
力はある程度必要になります。
星学長が日ごろから取り組んでいるノウハウを、「植栽計画」を通じて身近に感じることが出来るメニュー
となっています。
植栽の活用の有無は、提案力に大きな差を生みますので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか？

工務店の皆様が苦手な「植栽」
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図面添削
SUPPORT　TOULS

「図面添削」は、工務店の皆様が描いた外構プラン（図面）を簡易チェックするものです。
「このプランで大丈夫かな？」の不安をお持ちの会員様に〝赤ペン〟でポイントを抑えます。

「図面添削」

皆様の外構・お庭のプランをチェック

星学長監修による「外構プラン」チェック

※図面はメールないし郵送にて承ります。
※CAD図面も対応しますが、CADデータそのものの授受や改変などは対応いたしません。
※あらためて個別相談が必要な場合は、別途「相談メニュー」にて対応いたします。 費用 15,000 円～

（1枚あたり／ 2枚目以降は追加で 5000 円）

いまの地域工務店は、「図面添削」
が急務であります！

　
（住宅団体幹部）

導入工務店の声導入工務店の声

Basic

「図面添削」は、当協会の会員が一番身近に、そのメリットを感じることが出来るメニューとなります。
あくまで簡易的なチェックとなりますが、外構・お庭に関して、基本的かつロジカルな部分の指摘をします
ので、〝なんとなく〟外構を考えていた工務店の皆様にとっては、お施主様に提案するうえでの自信に結び付
くようになります。
簡易的なチェックではあるものの、これを行うことで、皆様の外構に対する意識が少しでも変わり、当協会
の目指す「ガーデンから考える家づくり」の裾野が広がることを願っています。

「外構プラン」の重要性
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ソムリエ検定
SUPPORT　TOULS

「ソムリエ検定」研修は、一般ユーザーの方も含めた資格取得のための研修です。
専用プログラム受講後、資格検定試験を受けていただきます。

「ソムリエ 3級（グリーンアドバイザー）検定」

ガーデンソムリエ検定研修

専用テキストを使用した1時間の座学研修
資格試験（45分）
※座学研修は Zoomなどオンライン研修となる場合もあります。
※研修がオンラインの場合は、別途、資格試験を東京都内会場（神田駅近郊）にて
　実施します。

費用（合計）　3万円
受講料　1万円
試験費用　1万円
資格登録費用　1万円
------------------------------------------
※別途、年間更新料　3000 円

　

Basic

研修では、①ガーデンの歴史　②土について　③草花について　④樹木について　⑤ビオトープについて　
⑥カラースキームの基本知識など基本知識を講義し、受講者の皆様に習得して頂きます。まずはたくさんの
人々に樹木・植物・ガーデンの、基本中の基本を習得することで、ガーデンの素晴らしさ
を世の中に周知することが目的です。「グリーンアドバイザー」資格取得後の活用、サポートにつきましては、
継続的な資格活用研修なども実施して行きます。また、日本各地域の園芸店などとのタイアップも当協会が
提案していく構想を持って進めております

「2級」資格の取得については、当会の『ロジカルデザイン研修』受講後に資格試験を受けて頂き、合格した
方が取得することが出来ます。

「１級」資格の取得については、『庭ゼミ』を 3回開催した工務店様の担当者がその後、資格試験を受けて頂
き、合格した方が取得することが出来ます。

「師範」は当会資格の最高峰であり、当会の研修制度の講師としての業務が可能となります。「師範」資格の
取得は 15時間の座学講義＆実技研修が必要となります。

2級     「アシスタントガーデンデザイナー」（ガーデンソムリエ2級）

1級　 「ガーデンデザイナー」（ガーデンソムリエ1級）

師範　 「ガーデンデザイナー師範」（ガーデンソムリエ師範）

3級   「グリーンアドバイザー」（ガーデンソムリエ3級）

上級資格（2級以上）については別途ご案内資料を用意させていただきます。
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セミナー・講義
SUPPORT　TOULS

「セミナー・講義」では、外構、ガーデン・エクステリアに関する工務店様の企業内研修、
営業担当研修のサポートをいたします。各社に出張訪問してのデザイン研修も承ります。
またセミナーに関してはオンライン（Zoom等）でも対応いたしますので、ご相談ください。

「セミナー・講義」

各種研修会・セミナーを承ります

星学長による「ロジカルデザインの基本」セミナー・講義

※Zoomでの対応も承ります。
※2時間制といたします。
※講義して欲しい内容については事前にテーマをお知らせください（内容によっては
承ることが出来ない場合もあります）。 費用 10万円～

（2時間価格、以降、1時間 5万円で追加可能）

Basic

「セミナー・講義」は、まずはガーデン・エクステリア業務を遂行する上での基本的事項を確認するために
有効となります。星学長の「ロジカルデザイン」の基本的な考え方、事業に臨むうえでの経営者、営業・設
計担当者の心構えなどについてしっかりと認識して頂くものとなります。
また、社内研修の一環として、取引先との共同の勉強会などで、ご活用ください。

「セミナー・講義」で、まずは現状確認を
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ロジカルデザイン研修
SUPPORT　TOULS

「ロジカルデザイン」研修は、工務店の皆様が基本的に知っておくべきガーデンの基本につ
いての研修です。当協会会員として、まずは受講していただきたい「登竜門」コースです。

「ロジカルデザイン研修」導入プログラム

〝ロジック〟と〝想い〟を伝えるベーシック（基本）研修

星学長のガーデン基本研修（計5回）

※基本研修は星学長が工務店様へ訪問しての研修となります。
※5回の研修後、「庭ゼミ」開催へのご相談も追加サポートとして受付いたします。
その場合は別途の料金が発生しますので、最初から「庭ゼミ」を希望する方は「庭ゼミ」
研修へのお申込みをお勧めいたします。
※場合によっては Zoomなどオンラインでの対応もご相談ください。
※研修費用のお支払いは分割も可能です。ご相談ください。

研修費用　100 万円
（消費税、交通費、宿泊費用別）

格好良いエクステリア、格好いい図面。
それだけでは、お客様を説得できないことに気づきました。　 （鹿児島Ｓ工務店）

導入工務店の声導入工務店の声

「ロジカルデザイン」は、星学長のガーデンデザインの基本となる考え方です。
〝なんとなく格好いい〟から植栽をする、〝掃き出し窓があるから、ここにウッドデッキを設置する〟
といった〝なんとなく〟の感覚をやめて、〝どうしてここに植栽が必要なのか〟〝玄関の開き方はこれで
いいのか？〟などを考えた上でのデザインのあり方を学びます。
またスケッチ描画の実践などを通じて、研修するデザイン担当者様の「設計に対する意識」を大きく変え
るといった効果も確実に出てきます。〝なんとなく〟ではなく〝あえて〟へと意識が変わることで、自ずと
自社の住宅設計そのものが大きく進化します。

「ロジカルデザイン」とは？

Basic

新たなお客様の層（高級・こだわり層）へ接することができました！
研修後に意識が変わり、自信を持ってプレゼンができるようになりました。
建物デザインと庭との相乗効果がとても上がりました！　（佐賀、大分の地域工務店）

いきなり商品を配置したりする専門的な「エクステリア研修」とは違い、
本当に「工務店」の心を分かってくれる研修でした。
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Premium
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図面作成委託業務
SUPPORT　TOULS

「図面作成委託業務」では、具体的な外構図面を作成いたします。
建物とのマッチングなどにお悩みの工務店様に、手描き、CADによるサポートをいたします。

「図面作成委託業務」

外構図面を代行して作成（手書き /CAD）

具体的な外構図面の作成

※星学長が建物と外構の調和を考慮して手書きのプランを提案します。
※図面に対する説明・解説が必要な場合は、別途「対話・相談」メニューが適用され
ますので、ご了承下さい。
※建物の図面はメールないし郵送にて事務局までお送りください。 作成費用　15万円

（消費税別）

「図面作成委託業務」は、会員の皆様の建物計画に対して、星学長の「ロジカルデザイン」に基づく外構
図面を提案するものです。お施主様に説得力のある外構プランを提案したいが、なかなかうまくいかない
という場合、このメニューをご活用ください。
外構プランの良し悪しがきっかけとなり、「建物の受注に結び付いた」、「受注率が上がった」という実感を
もっとも得やすいサービスメニューとなっています。

「図面作成委託業務」

Premium

図面作成委託業務
SUPPORT　TOULS

「図面作成委託業務」では、具体的な外構図面を作成いたします。
建物とのマッチングなどにお悩みの工務店様に、手描き、CADによるサポートをいたします。

「図面作成委託業務」

外構図面を代行して作成（手書き /CAD）

具体的な外構図面の作成

※星学長が建物と外構の調和を考慮して手書きのプランを提案します。
※図面に対する説明・解説が必要な場合は、別途「対話・相談」メニューが適用され
ますので、ご了承下さい。
※建物の図面はメールないし郵送にて事務局までお送りください。 作成費用　15万円

（消費税別）

「図面作成委託業務」は、会員の皆様の建物計画に対して、星学長の「ロジカルデザイン」に基づく外構
図面を提案するものです。お施主様に説得力のある外構プランを提案したいが、なかなかうまくいかない
という場合、このメニューをご活用ください。
外構プランの良し悪しがきっかけとなり、「建物の受注に結び付いた」、「受注率が上がった」という実感を
もっとも得やすいサービスメニューとなっています。

「図面作成委託業務」

Premium
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庭ゼミ
SUPPORT　TOULS

「庭ゼミ」は、工務店の皆様が、一般ユーザーやOB顧客を対象に行う〝お庭の相談会〟
「庭ゼミ」を実施するために、何が必要なのか？―そのロジックやノウハウを研修します。

「庭ゼミ」導入プログラム（研修）

〝想い〟を伝える最強ツール

「庭ゼミ」は、星学長が過去 15年間で培った〝想い〟を伝える最高ツール。
工務店様にとって、自社の〝ファン〟づくりのための大きな武器となります。
当協会は、工務店の皆様そして御社でご検討されるお施主様へ、
〝庭があることの素晴らしさ〟を伝えるためのお手伝いをいたします。
「庭ゼミ」は当協会にしか出来ない、皆様の家づくりについての〝想い〟を伝える
ロジックに基づいたオリジナルの最強ツールです。

「庭ゼミ」とは？

1.「ロジカルデザイン研修」終了後

2. 星学長の経営者ならびに設計リーダー面談（応相）

3.「庭ゼミ」の開催（星学長によるお施主様向け講演付き）

↓

↓

※基本研修、「庭ゼミ」本番の日ともに星学長が工務店様へ訪問しての研修となります。
※5回の研修でも「庭ゼミ」開催が難しいと判断する場合については追加サポートを受
けて頂くケースもございます。
※場合によっては Zoomなどオンラインでの対応もご相談ください。
※研修費用のお支払いは分割も可能です。ご相談ください。

庭ゼミ費用　30万円
（消費税、交通費、宿泊費用別）

庭提案で客層が変わった！
平均販売単価の上昇　1棟あたり 280 万円アップ
受注決定率向上　55％　　　85％　 （鹿児島Ｓ工務店）

（埼玉K工務店）
（横浜Yリフォーム店）

研修後、専門のモデルガーデンを作り、さらに高額受注に成功しました！

導入工務店の声導入工務店の声

Premium
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窓ゼミ
SUPPORT　TOULS

「窓ゼミ」は、工務店の皆様が「窓」と「エクステリア・ガーデン」との密接な関連性を認識
し、新築工事、リフォーム工事の他社との差別化を図るための研修です。

「窓ゼミ」導入プログラム（研修）

家の中と外をつなぐ最強ツール

　「窓ゼミ」では、工務店の皆様が新築工事、リフォーム工事の他社との差別化を図るために、窓の特性や
窓を変える事で、その先には何が見えるかを研修します。窓の大きな役割は、太陽の光を取り入れる｢採
光｣、風を通して空気を入れ替える｢通風｣や｢換気｣、部屋を広く見せ圧迫感を無くす｢開放性｣といったも
のがある。そして、外の景色を見る｢眺望｣という大切な役割もあります。窓は外部の空間との繋がりを強
め、光を採り入れることと外の景色が見えることで、開放感も大きくなります。窓には｢景色を切り取る｣
という眺望役割もあります。家を建て替えたり、リフォームしたりする時に「断熱はしっかりしたい」と
考える方は多いですが窓の性能まで考える人はいません。
　窓を変えるとカーテンを閉めなくなります。カーテンを全開にして外の景色を楽しむことです。現実は、
隣の家の壁や屋根ばかり、という現実です。逆に下手にカーテンを開けていると、外から家の中がのぞか
れてしまうリスクもあります。せっかく大きな窓があっても、外からの視線を気にしてカーテンは閉めっ
ぱなしにせざるを得ない家も多いのではないでしょうか。

「窓ゼミ」とは？

1.巾会長のガーデン基本研修（窓編）（計3回）

2. 巾会長の経営者ならびに設計リーダー面談（応相）

3.「庭ゼミ」の開催（巾会長によるお施主様向け講演付き）

↓

↓

※基本研修、「窓ゼミ」本番の日ともに巾会長が工務店様へ訪問しての研修となります。
※3回の研修でも「窓ゼミ」開催が難しいと判断する場合については追加サポートを受
けて頂くケースもございます。
※場合によっては Zoomなどオンラインでの対応もご相談ください。
※研修費用のお支払いは分割も可能です。ご相談ください。

研修費用　30万円
（消費税、交通費、宿泊費用別）

（Yリフォーム店のお客様）
開口部とエクステリアは切っても切れない関係であることに気付きました

Premium

窓のリフォームがきっかけで、エクステリアもついでにお願いしました。

お客様の声お客様の声
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SPECIAL
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クレーム相談
SUPPORT　TOULS

「クレーム相談」は、工務店の皆様が悩む日々のクレームについて、大手住宅会社のCS責任
者、そして外構専門会社の経営者として住宅・外構分野の双方に精通するコンサルタントで
ある㈱KAIUNKANの山田寛先生の助言・サポートを受けることが出来ます。

「クレーム相談」業務

住宅・外構双方に精通するコンサルタントの助言

山田 寛先生によるサポートメニューを用意
※座学研修は Zoomなどオンライン研修となる場合もあります。
※顧問契約をご希望の場合は、その方法について別途個別にお見積もり・相談を賜ります。
※メールサポートについては、初回の問い合わせは無料とし、その案件について「相談を決
定」して以降、有料となります。

費用 5000 円（30分）～
mail サポート（初回無料、2回目以降一回 3000 円）

Zoom・電話　5000 円（30分）
クレーム研修　10万円（3時間）
※顧問契約　別途お見積もり

　

SPECIAL

山田寛先生は現在、多数の外構専門会社の顧問として日々、経営指導を実践しています。当協会では山田先
生のご協力により、協会に加盟頂いた工務店の皆様に対するクレーム相談業務を行います。
山田先生は当協会の特別師範として、このほか工務店の皆様の経営相談や法務面でのサポートなども対応い
たします。
当協会のデザイン研修の他、クレーム事例研修や経営者研修などのメニューも揃えて行きます。

「クレーム相談」について「クレーム相談」について

山田寛（やまだ・ひろし）先生協会特別師範

パナホーム㈱CS担当執行役員、㈱ナテックス代表取締役社長を経て 2013 年にコンサルティング会社㈱KAIUNKANを設立。
豊かな現場経験を元に経済環境に左右されない強靭な経営体質を備えた超優良企業を目的としたコンサルティングを行っている。
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SUPPORT　TOULS

「専属コンサルティング」は、星学長による御社への顧問契約です。社員研修、デザイン指導、
図面作成添削、イベントサポート、電話やメールでの個別相談など、御社のエクステリア・ガ
ーデン事業に関するトータルサポートを行います。

「専属コンサルティング」導入プログラム

星学長の年間顧問（独占）契約

「専属コンサルティング」は星学長が自身の会社HMG Planning Office の業務として一部の地域工務店に
行ってきたものです。その関係上、既に導入されている工務店様が存在するエリアでの開催は難しく、さら
に密接な対応が必要となるため、社数限定でのご案内となります。
同サービスは、当会の事業内容をほぼフルスペックで実施するものとなります。また、同研修を導入したと
しても、そこには経営者の姿勢や社員の納得も必要です。顧問契約期間は最低でも 1年間という長期になり
ますので、導入前には、必ず自社の方向性と当会が目指す指導内容が合致するか慎重にご検討ください。

星学長によるガーデン事業成功へ向けての年間契約サポート
デザイン指導　社内研修　「庭ゼミ」の開催サポート　他

※各種研修については、星学長が工務店様へ訪問しての研修となります（基本は月 1回の訪問となります）。
※契約期間は 1年です。1年間以内の途中解約はご遠慮いただきます。
※契約延長については状況を見て判断いたします。
※場合によっては Zoomなどオンラインでの対応もご相談ください。
※「庭ゼミ」開催サポートについては、回数、方法によっては別途コンサルティング
　費用が発生する場合があります。

研修費用　月額 35万円
（消費税、交通費、宿泊費用別）※1年契約

（鹿児島Ｓ工務店）
最初は星先生に頼りっ放しでしたが、やがて自社でデザインができるようになりました。
圧倒的に「プレゼン力」が上がりました！

導入工務店の声導入工務店の声

社数限定

いまや「ガーデンを提案する工務店」としてのブランド化に成功しました！（埼玉K工務店）

星先生が身近な〝社外デザイン顧問〟として名前を貸して頂けました！
（神奈川Wリフォーム店）

SPECIAL

専属コンサルティング

「専属コンサルティングについて「専属コンサルティングについて


