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住宅版エコポイント
　住宅版エコポイントの申請受付が 3 月 8 日、スタートしました。
家電・自動車に続く、第 3 弾の CO２排出量削減と景気浮揚策です。
国土交通省・経済産業省・環境省の 3 省合同の事業です。所定の省
エネ基準をクリアした新築住宅やリフォーム工事に対して、ポイン
トを発行する、簡単に言うと「断熱性能の高い住宅」を作ることに
対してポイントを与えて補助をするというものです。
　工事が完了してから、工事の発注者がポイントの発行・交換申請
を行うことにより、ポイントが発行されます。代理人が行うことも
出来ます。 「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」を行う場合は、施
工中の写真が必要になりますので注意が必要です。

　ポイントは１戸あたり、一律 30 万ポイント、リフォームは１戸あ
たり上限 30 万ポイント（1 ポイント＝1 円）で、必要書類を事務局
に提出し、交換対象商品と交換が出来ます。例えば、商品券やプリ
ペイドカード、地域特産品や環境寄付などがあり、また省エネ環境
配慮商品として、日用品やインテリア・ファッションなど様々な対
象商品を選択することが出来るようになっています。
　またエコポイントは、商品と交換するだけでなく、「即時交換」と
呼ばれる仕組みで、エコ住宅の新築やリフォームで得たポイントを
同じ住宅で行う追加工事の費用として使えます。追加工事は「エコ」
である必要はありません。キッチン、浴室、トイレなどのリフォー
ムの工事費にポイントを充てることも出来ます。もちろん太陽光パ
ネルなど、環境に配慮した工事に使うことも出来ます。外構部のリ
フォーム工事にも適用できます。「工事費」には、「施工費」だけで
なく材料や機器の費用も含まれます。ただし、材料や機器を購入す
るだけだったり、住宅所有者が自分で材料や機器を買って日曜大工
で施工したりした場合は、即時交換の対象にはなりません。

　着工期限は、新築、リフォームとも、2010 年 12 月 31 日まで。
申請期限は、新築とリフォームで異なります。
ポイントの交換はいずれも、2013 年の 3 月 31 日までです。

（表参照）
　工事関係者も、うまく景気浮揚までつながるように内容を理解
して、お客様に積極的に働きかけていくようにしたいものです。
まずは「住宅エコポイント」事務局のサイトを訪れてみませんか。
　http://jutaku.eco-points.jp/



　

①
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  目黒川沿いの住宅街と店舗が混在する地域に建つ、テナントビルである。
北側前面道路に向けたファサードは地下１階から 1,2 階は店舗を想定したオープンなつくり。
3.4 階は計画当初から写真スタジオが利用することが決定しており、壁面を多くしている。立面
構成としては、その用途に応じた表現を素直におこなっている。 建物南側には工事時期を同じく
して、小さな劇場が建つことになっており、斜線制限を受けたその建物がどこまでボリュームと
して本建物を遮るかを計算しながら、開口部を設計している。
  施主の「画一的な四角い箱でない、中目黒の街に合った個性的な建物を」という要望を受け、それ
ぞれの店舗空間に個性が出るように日影規制をさまざまなパターンで検討しながら、作業を進め
た。特に店舗の導入部である動線計画については、様々な屋外階段を設け階段を昇り降りする行
為自体が外部から可視化されるように計画しており、中目黒の「縦路地」となるようなイメージを
創出している。地下1階店舗へは、建物前面のドライエリア内の階段を下りて、また2,3,4階へは、
建物右手の鉄骨外階段や EV でアクセスする。3,4 階の写真スタジオの開口部の設定については、
計画段階から写真家の要望を取り入れて、各部位の位置、寸法などを模型でスタディしながら決
定している。
　テナントビルの計画にあたり、特に配慮すべきは設備計画である。建物東側に小さな設備用の
バルコニーを設け、各設備配管、機器類を設置できるようにしている。テナントの工事業者がどの
ような工事を行なうかを用途毎に想定し、極力融通が利くつくりとすることで、建物の運営・管
理上も柔軟な対応が可能になる。
　専有面積、工事費、設備計画と意匠とのせめぎ合いは常に総合的に判断すべき事柄である。この
ビルディングが完成後も変化しつづける楽しさを期待している。またビル本体と 3,4 階の内装工
事を担当いただいた弘中所長に感謝したい。　　　　　　　　　　　（勝　岳史、佐藤陽治）

多彩な動線で建物の個性を演出するテナントビル

③

④

①全景。地下1階から地上2階までは、オープンなファサ
ード②エントランス。外部階段の踏板は、PC版洗い出し
加工（特注製作）③3階東側テラスとスタジオの入口。4
階へは、外階段と内部EVで。④4階スタジオユーティリ
ティ。白ペンキ塗りの木扉が素材感を感じさせる⑤同じ
く4階スタジオ。やはり杉板の壁が真っ白な室内にやわら
かさを演出⑥3-４階の吹き抜け部分。南側の大きな開口
部からの光が明るい。

所在地：目黒区
構造：RC造　
規模：地下1階　
　　　地上4階＋PH　
用途：店舗･写真スタジオ
設計：勝岳史建築設計事
務所
施工担当：弘中　　
竣工：2010年２月　
撮影：奥村康人／NEWS
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②

松涛の家　D 邸 ( マンションリフォーム）

⑤

⑥

所在地：渋谷区　　
構造：RC 造　
規模：地上 3 階建ての 2 階部分
用途：共同住宅
設計：今井均、宇賀神綾子
／創建築アトリエ
施工担当：宮島・若井　　
完成：2010 年 3 月

　以前よりお住まいのマンションの全面リフォームである。内壁はマジックコートの平コテ仕上
げである。コーナーに丸みを持たせたり、収納扉の表面もマジックコートで隠し扉のような仕上
げにしたり、こちらの細かい要望にも、左官の職方がよい仕事ぶりを見せてくれた。
　床はカーペット敷きで、窓には通常のサッシの室内側にワーロンシートの障子を設けた。上部
だけで吊るようにして、窓下の家具の石の天板に載っているようにし、断熱効果も持たせている。
　リビングダイニングの R の天井は、以前の折り上げ天井に比べ、より軟らかい光が室内全体を
包み込むようになっている。このほか、各部屋にできるだけ多くの収納を造りつけることにして、
室内をすっきりさせている。バスルームの建具にはチークを採用し、既存商品では得られない、
上品で落ち着いた雰囲気を持たせた。オーナーが所有されていた、マホガニーのテーブルセット

と同質のカップボードは、今回、辰カンパニーの協力業者によって再塗装され、
新品同様に生まれ変わって新しい家の中心になっている。（今井均氏　談）

素材の暖かさで、リラックスできる上質空間に

①

②

② ③ ④ ⑤

①リビング・ダイニ
ング。正面に大きな
鏡の入ったカップ
ボードが収まる②
キッチンから玄関方
向の廊下③バスルー
ム④キッチン⑤子供
部屋



「どんな環境にいても常に『そこそこ』のレベルや
『必要な人材』になることを目指していました」

一流思考の辰が聞く、フロントランナーの極意Front Line 28 

田中　伸一

元　グッチグループジャパン代表取締役社長　田中伸一

Shinichi
Tanaka

1956 年　東京都生まれ
1979 年　上智大学経済学部卒。　慶應ビジネススクールにて MBA 取得（1988 年）
1979 年 ㈱伊勢丹入社。家庭用品販売課（洋食器）を皮切りに、経理部、経営企画部を経て
 ニューヨークに出向し、イセタンオブアメリカで EVP( 副社長）兼 CFO（最高財務
　　　　　責任者）となる。その間、バーニーズジャパン他で非常勤取締役を兼務
　 帰国後、㈱伊勢丹ファイナンス（現エムアイカード）に出向
1997 年 ㈱グッチジャパンに CFO として入社し、1998 年に EVP 兼 CFO となる
2004 年 　㈱グッチグループジャパンホールディング代表取締役社長に就任。グッチグループ
　　　　　ジャパン代表取締役社長に就任、グループ子会社の役員も兼務
2009 年 グッチグループ退職。現在は㈲田中経営研究所取締役社長。趣味はゴルフと会話

  今月は、元グッチジャパンホールディングス社長の田中伸一さん
にご登場いただきます。成績優秀だった幼少期、一転して高校・大
学時代にはよく遊んだという田中さん。デパート社員からグローバ
ル企業の社長になった道は決して順風満帆ではありませんでした。
挫折や苦難を乗り越えて、その後念願のアーリーリタイアメントと
いう夢をかなえたお話をお台場のご自宅で伺いました。

―ダメ男というのはご謙遜でしょうが、楽しい学生時代だったよう
ですね。
田中：背も小さいから、負けず嫌いで、高校時代は大きなバイクに
乗っていました。大学時代は家庭教師で普通のサラリーマンの初任
給の倍は稼いでいましたから、時間もあるし自由気ままに学生生活
を楽しんでいましたね。

　卒業後、百貨店の伊勢丹に入社。主流のファッションではなく食器売り場
に配属されたが、心機一転、販売の面白さを実感し、お客様へのアプローチ、
バックヤードの工夫、販売士の資格取得などを通して、次第に人事評価を高
めていく。

田中：大きく変わったのは入社 3 年目に同期入社の女性と結婚して
から。義理の父が銀行マンで、「ビジネスはまず経理を知らなくて
はダメだ」と強く経理を勧められ、異動しました。よい上司にも恵
まれて、3 年が経過したところで、慶應ビジネススクール（以下、
KBS）に行くように薦められました。KBS では生まれて初めて真剣
に勉強しましたね。だから今の自分がある。社会人になってからの
勉強は目から鱗が落ちるほど納得いくものでした。ここで得た知識
や人的ネットワークは今でも私の宝物です。

　KBS 卒業後、本社の経営企画部に配属され、英語ができないにもかかわら
ず海外事業を担当、海外ブランドのライセンス交渉も行う。また不動産「秀
和」による、伊勢丹株買占め事件にも遭遇し、株式上場の利便性とリスクの
教訓を得る。いずれも、将来グッチに転職することになる田中氏には、大き
な経験となった。

―33 歳でアメリカの金融子会社の責任者として、ニューヨークに
赴任されます。

田中：英語もあまりできない上に、資金調達なんてしたことがな
かったのですが、半年後には数百億円という巨額の調達準備を行
いました。この頃外見で舐められてはビジネスに障りがあると、
髭を伸ばし始め、それ以来私のトレードマークになっています。
でも一番大きな収穫は、インベストメントバンカーたちに会って、
彼らの生き方を知ったこと。破格の給料を貰い、45 歳でリタイ
アするために寝ずに頑張る。自分のところにも、たくさんヘッド
ハンターが来て、「50 歳になったら、働かないという選択肢もあ
るのだ」と気づかされました。

―ニューヨークから帰国すると波乱の事態が待っていました。
田中：1992 年帰国後、課長に昇格し、引き続きアメリカ金融子
会社の副社長も兼任しながら、海外事業を担当して、ヨーロッパ
の土産物店、東南アジアの百貨店の建て直しを行っていました。
が、翌年の 5 月にかわいがってくれていた社長と直属上司が突然
更迭されて、私も役員ポストを全て解任され、国内クレジット会
社へ出向を命じられたのです。
―しかし、配属先のファイナンス会社では、問題点を洗い出すこ
とになり、成果をあげます。
田中：クレジットとファイナンスを行っていた会社のコアコンピ
タンス（他社に真似できない核となる能力）は何かということを
再確認しただけです。これができていない企業が実に多いんです。

　若手を育成してファイナンス会社の方向性も見えたところで、田中氏は
それまでオファーを受けていたグッチジャパンに 40 歳で転職。CFO とし
て入社し、７年後にはグループ社長に就任。360 度評価制度の導入や公
正な成果主義など次々と改革を推し進める。ブランド価値を存分に事業コ
ンセプトに活かし、2006 年オープンしたグッチ銀座店は高収益をあげて
いる。

田中：当初 250 人だった社員は 1300 人に増えました。仕上げに
3 年かかりましたが、2007 年、退職願を出し、2009 年 1 月に
念願のリタイアとなりました。私のような働き方はまだ珍しいか
もしれませんが、過去の慣習にとらわれない生き方をする人が、
今後も出てくると思いますね。
ー本日はどうもありがとうございました。

お台場の自宅マンションに
て。窓の外には、レインボー
ブリッジと海浜公園、遠く
には東京タワーも臨むこと
ができる。夜景を見ている
と飽きないそう。12 年ぶ
りにゴルフを再開し、今は
いろんな人と好きなときに
好きなだけ会える幸せを満
喫している。

撮影：アック東京

今年 2 月に上梓した著書『ダメ
男がグッチ社長になったわけ』

（マガジンハウス）では、デパー
ト社員からグッチの社長までの
半生を振り返る。新入社員から
経営者まで、全てのビジネスマ
ンに夢と希望を与えるビジネス
ヒントがあふれている。

夢のアーリー・リタイアメントを実現



 　2004 年竣工当時「自己責任の家」という家で ShinClub 50 でご紹介させていただいた H 様のお宅は、RC 造にドライビット工法（東邦レオ）
の外断熱を施した、エコ住宅です。「自宅は建築家に任せきりにせず、自分の判断で自己責任の家をつくろう」という H 様の姿勢から、施工者側も
学ばせていただきました。法律関係のお仕事をされていながら、CAD も描くという H 様は、地元施工業者に実施設計と概算見積を依頼されて、
WEB で知識を得ているうちに、弊社のサイトにたどり着き、外断熱に対する「打ち込み工法はよくない」という弊社の説明に感心されたことから、
施工を依頼されました。第一建築部の窪田部長と伺いました。
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編集後記

第 28 回　自己責任の家　H 邸

その後、

お住まいはいかがですか

所在地：町田市
構造： RC 造
規模：地上３階
用途：専用住宅
設計：H 様
完成：2004 年 2 月
施工担当：中村

ーその後、お宅の状況はいかがですか。
H 様：おかげさまで大変快適です。
窪田：当初、漏水で何回か調整に伺っています。
H 様：地下において少し水が漏りましたが、きちんと直していただき、
ありがとうございました。
H 様：外断熱工法はＲＣ造の住宅にあまり普及していないようですが、
お勧めです。冬はダイニングに床暖房、寝室にデロンギをつけるだけです。
エアコンは使いません。実は、専用の外断熱ＲＣ快適マニュアルを作っ
ています。おかげで冬はトイレも寒くありません。
ーいったいどういうものですか。
H 様：シャッターとカーテンの開閉を 1 日の時間の中で季節に応じて変
えて行うということです。外断熱の家を計画した際、例えばベランダと
躯体の縁を切った方がいいとか、屋上の庇の出っ張りは最小限にすると
か、にわか仕込みの勉強で工夫しようとしましたが、今思えば、かなり
どうでも良いことでした。窓からのロスが圧倒的に大きいのですね。そ
のため、カーテンは本当に重要と身に沁みております。
　夏場は、東側のシャッターはタイマーで午前１１時に、3 階図書室上部
は午後３時に開くようにし、２階西側は午前１１時閉まるようにしてあ

「(仮称）高円寺南３丁目住宅新築工事」　地鎮祭　
　　　　　　　　　　　　　　　　　3 月14日(日）

①全景。屋上にもたくさんの植木鉢が置かれている②南側の庭。H 様ご自身で石を敷いたり、西側にデッキを設けたりと庭造りを楽しまれている③地下 1
階倉庫のクラックが入った壁。泥岩の地盤が固く水が流れていかないことが原因だった④西側壁面とシャッター⑤3 階図書室の最大天井高は約 5m

④

GRC 外断熱に PS 工業
の HR-C 仕様の快適な
住宅です。
構造：RC 造
規模：地上 3 階
用途：専用住宅
設計：エトルデザイン
完成予定：2010 年 9 月

「新入社員が入りました」　4 月 1 日

松本典久（のりひさ）　
日本工業大学建築学科卒
建築部に配属

高沢拓（ひろむ）
群馬日建工科専門学校卒
建築部に配属

堤沙織　
東京造形大学造形学部卒
建築部に配属

・4 月 3 日、新入社員も含めて、渋谷、青山、表参道、原宿といった都心の注目建築を訪ね歩く、「建築ウォーキング」を社内で開
催しました。第一建築部窪田部長作成のマップに掲載された物件は弊社施工も含め 40 以上。写真コンテストも同時に行いました。

ります。冬場は逆にしてあります。外断熱 RC 造の設備としては必須に思
われました。少なくとも今時の流行の雨戸なし、ハイサッシュガラス張
り住宅よりは遙かにマシです。
ー昔の家は家庭生活の中で温熱環境を工夫することを主婦なり、家を廻
す人がやっていたんですよね。H 様のように、生活する方がどれだけ理
解して温熱環境をコントロールできるかが、重要ですね。
H 様：ですから、カーテンの開閉自動化もできないかな、と思っている
のですが難しい。さらに言えば、庭には大きくなる落葉樹を植えるとよ
いと思います。夏場は日射を遮り、冬は取り入れられるように。家をすっ
ぽりくるむくらいが理想ですね。今年、南側に植えた枝垂桜にやっと花
が付いたんですよ。まだまだですが、引っ越すのは惜しいですね。
ー奥様はどのようなご意見ですか。
奥様：カーテン閉めろという指示は季節が暑い、寒いと固定してしまえ
ば対応しやすいんですけど、春のように途中の場合は日によって変わる
ので大変ですね。明るさがほしいときもあります。
窪田：明るさを下部から取り込むシャッターもありますね。
H 様：さすが窪田部長、何でも良くご存知ですね。ShinClub も読んでい
ますよ。建築の話をこれからもどんどんしてほしいですね。
ー本日はありがとうございました。

①

② ③ ④ ⑤


