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With this global mindset at heart, the Home Staging Association reached out to
Lu as Kuchars i, the owner of the leading home staging company in Japan:
Home Staging a an.
近年ホームステージングのコミュニティは、驚くほど世界中で拡⼤し続けている。ホームステージングのシェアが拡が

Since 2013, Home Staging a an has broken new ground in the Japanese home
staging industry, completing over 10,000 projects and continuing to create
近年ホームステージングのコミュニティは、驚くほど世界中で拡⼤し続けている。ホームステージングのシ
れば、各国が持つカルチャーやトレンド、⾊彩パレットの違いや⾵⽔等、空間の隅々にまで⾏き届いた魅⼒的な表現を
tailored homes for each client.
体感できるようになる。私たちホームステージング協会はグローバルな視点を念頭に、⽇本のホームステージング業界
れば、各国が持つカルチャーやトレンド、⾊彩パレットの違いや⾵⽔等、空間の隅々にまで⾏き届いた魅⼒
Although Lukas has HOME
lived STAGING
in Japan
forのオーナー、クハルスキー・ルーカス⽒に対談依頼をした。
over 13 years, where he has been
のリーディングカンパニーである
JAPAN
体感できるようになる。私たちホームステージング協会はグローバルな視点を念頭に、⽇本のホームステー
running a successful Home Staging business for 8 years, he was born in Poland
and grew up in Germany.
のリーディングカンパニーである
HOME STAGING JAPAN のオーナー、クハルスキー・ルーカス⽒に対談依
HOME STAGING JAPAN は、2013 年の設⽴以来、⽇本のホームステージング業界に新⾵を吹き込み、これまで
10,000
he idea of starting a Home Staging business in Japan came to him in 2012
件以上のプロジェクトを展開。物件の持つ価値を引き出す為、1 件 1 件の個性に寄り添ったオーダーメイドのホームス
when he was asked for help with selling an apartment in the centre of okyo.
テージングを提供し続けている。オーナーのルーカス⽒はポーランド出⾝。ドイツで育った。⽇本には 13 年以上在住

HOME
STAGING
JAPAN
は、2013
年の設⽴以来、⽇本のホームステージング業界に新⾵を吹き込み、これ
Since
no one was
offering
Home
Staging services and properties in Japan were
し、8 年に渡りホームステージングビジネスを成功させ続けている。⽇本でホームステージングビジネスを始めたきっ
sold un staged at that time, Lukas decided to take matters into his own hands
件以上のプロジェクトを展開。物件の持つ価値を引き出す為、1
件の個性に寄り添ったオーダーメイド
かけは、2012
年に東京の中⼼部にあるマンションの売却サポートを依頼された時まで遡る。当時⽇本ではホームステー
and stage
the apartment by himself in order to prepare it for 件
the1market.
ジングを提供している会社がなく、物件は空室のまま市場に出回る状況だった。そこでルーカス⽒は⾃らの⼿でそのマ
テージングを提供し続けている。オーナーのルーカス⽒はポーランド出⾝。ドイツで育った。⽇本には
13
he apartment was sold after 2.5 weeks at 10 over the asking price.
ンションをホームステージングした結果、2.5 週間後には希望価格のプラス 10％で売却が決まった。この経験が⽇本で

し、8 was
年に渡りホームステージングビジネスを成功させ続けている。⽇本でホームステージングビジネスを
uite surprised by the positive result and thought it would be the right
ホームステージングビジネスを展開する⼤きな転機となった。
time to start a Home Staging business in Japan, said Lukas, insightfully.
かけは、2012 年に東京の中⼼部にあるマンションの売却サポートを依頼された時まで遡る。当時⽇本ではホ

he Home Staging Association are enthusiastic to sit down with Lucas
クハルスキー・ルーカス⽒のホームステージングに対するクリエイティブな⾒解と、世界的にも実証されたマーケティ
ジングを提供している会社がなく、物件は空室のまま市場に出回る状況だった。そこでルーカス⽒は⾃らの
ucharski and absorb his creative take on home staging and the art it holds
ング効率の裏側のテクニックを学ぶため、今回の対談が実現した。
behind its proven marketing efficiency worldwide.
ンションをホームステージングした結果、2.5 週間後には希望価格のプラス 10％で売却が決まった。この経
ホームステージングビジネスを展開する⼤きな転機となった。
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Home Staging Association (以下、HSA)

クハルスキー・ルーカス⽒のホームステージングに対するクリエイティブな⾒解と、世界的にも実証された
株式会社ホームステージング・ジャパンを⽴ち上げた経緯と⾃⼰紹介をお願いします。
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クハルスキー・ルーカス⽒のホームステージングに対するクリエイティブな⾒解と、世界的にも実証されたマーケティ
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HSA: an interview with
LUKAS KUCHARSKI

Home Staging Association - What was it like
to be one of the first if not the first Home
Staging company in apan What challenges
Home
Staging Association (以下、HSA)
did you
encounter

company and paved the way for future
development of Home Staging in apan in
general.

Because there wasn't anyone in apan who
Lukas株式会社ホームステージング・ジャパンを⽴ち上げた経緯と⾃⼰紹介をお願いします。
ucharski Since there was no home
was offering Home Staging services, there
staging service provider in apan when I
was no opportunity to learn from others who
started my business, I first searched the
already had experience in running a Home
Lukasand
Kucharski
(以下、LK)
internet
looked
at how it was done in
Staging business. It was basically a try and fail
other 私はクハルスキー・ルーカスと申します。出⾝はポーランドですがドイツで育ちました。⽇本在住歴は
countries, where Home Staging had
process and we had to learn
from our own
13 年以上、ホー
already been a common practice for many
mistakes.
years.ムステージング事業を展開し今年で８年⽬を迎えます。⽇本でホームステージングビジネスを始めたきっかけは、2012
owadays, I am thankful for all the mistakes
年に都⼼のマンション売却サポートを依頼された時まで遡ります。当時、⽇本ではホームステージングサービスを提供
US, anada, Europe and especially Australia
we have made. All of them have led us to
were している会社はなく、物件は空の箱のまま販売されていましたので、⾃らの⼿でそのマンションにステージングを実施
very inspiring. I noticed that in other
where we are. In the beginning, we didn't
countries Home Stagers were dealing directly
have a warehouse and I had to store large
し、市場に売り出すことにしました。その結果、2.5
週間後には希望価格よりも
with homeowners
and thought in apan we
part of the 10％⾼い価格で売却されました。私は
staging furniture in my own house.
wouldこの結果に⼤変驚き、今こそ⽇本でホームステージングビジネスを始める絶好のタイミングだと、当時確信しました。
need to proceed in the same way.
I would say that the company was literally
Therefore, I started to look for homeowners,
started in my own living room. If I had known
who wanted to sell their homes instead of
how exhausting it is to build a Home Staging
approaching real estate agents.
business, I probably wouldn't have had the
HSA ⽇本で初の（最初ではないにしても）ホームステージング専⾨企業になることについてどう考えましたか？また、
courage to start. Being a little bit naive was
The biggest
challenge was that almost no one
actually helpful at that time Sometimes it's
どのような課題がありましたか？
in apan knew about Home Staging and it
better just to get started without knowing
p. 1 and
was difficult to convince sellers to invest an
worrying too much.
extra amount of of the sales price in
LK 私が起業した当時、⽇本にはホームステージングサービスを提供する会社がなかったので、⻑きに渡り海外のホー
Home Staging, in addition to the brokerage
HSA
Is Home Staging popular in apan
commission
which is
in apan.
Have you seen an increase in interest since
ムステージングがどのように実施されているのか、先ずインターネットで調査を実施しました。アメリカを始め、カナ
you started your business
After ダ、ヨーロッパと、サービスを⽐較する中で、特に興味深かったのはオーストラリアでした。また、他国ではホームス
the first year, Home Staging apan had
done テージャーが売主様と直接取引をしていることが分かり、⽇本でも同様に進めていく必要があると考えました。そこで
only two projects and I had to consider
L
Thanks to our main client, who happens
closing the company. ortunately, although I
to be one of the largest real estate companies
私は不動産業者に依頼せず、物件の売却を検討している住宅所有者を探すことにしました。しかし、そこで最⼤の課題
was about
to give up, we still had our website
in apan, Home Staging quickly became a
onlineに直⾯したのです。
when we suddenly
received
an
inquiry
widely recognised and well-known service.
⽇本ではホームステージングが全く認知されていないのはもちろん、3％の不動産仲介⼿数料に加え、
from one of the largest real estate companies
They used our service for many of their
in apan,
which
laid the foundation for my
properties and also helped us with promoting
販売価格の
1〜3％をホームステージングのために追加投資することを売主様に納得して頂く必要があることでした。

ホームステージング・ジャパンの実績は２年⽬にして僅か２件でしたので、私は会社の閉鎖を考えざるを得ませんでし
た。事業を半ば諦めかけていたところ、幸いにも当社の WEB サイトが公開されていたことがきっかけとなり、⽇本最⼤
級の不動産会社から、突如問い合わせをいただいたことが現在の私たちの基礎となり、⽇本のホームステージングを⼤
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どのような課題がありましたか？

LK

私が起業した当時、⽇本にはホームステージングサービスを提供する会社がなかったので、⻑きに渡り海外のホー

ムステージングがどのように実施されているのか、先ずインターネットで調査を実施しました。アメリカを始め、カナ
ダ、ヨーロッパと、サービスを⽐較する中で、特に興味深かったのはオーストラリアでした。また、他国ではホームス
テージャーが売主様と直接取引をしていることが分かり、⽇本でも同様に進めていく必要があると考えました。そこで
私は不動産業者に依頼せず、物件の売却を検討している住宅所有者を探すことにしました。しかし、そこで最⼤の課題
に直⾯したのです。⽇本ではホームステージングが全く認知されていないのはもちろん、3％の不動産仲介⼿数料に加え、
販売価格の 1〜3％をホームステージングのために追加投資することを売主様に納得して頂く必要があることでした。

ホームステージング・ジャパンの実績は２年⽬にして僅か２件でしたので、私は会社の閉鎖を考えざるを得ませんでし
the concept
of home staging. Their activities
apanese homes aren’t built to last and
were noticed by other real estate companies
function rather as a short-lived consumer
た。事業を半ば諦めかけていたところ、幸いにも当社の WEB サイトが公開されていたことがきっかけとなり、⽇本最⼤
who had no other choice than to start offering
product than as a long-term investment.
home staging
as well.
級の不動産会社から、突如問い合わせをいただいたことが現在の私たちの基礎となり、⽇本のホームステージングを⼤
ost apartments or houses in apan are very
Over きな発展へと導くものとなりました。しかし、当時⽇本ではホームステージング事業を展開している企業がなく、私は
the years, other Home Staging
similar in terms of size and layout. They are
companies
popped up and even apan's
built following a similar scheme. Even the
経験者から学ぶ機会がなかったので、試⾏錯誤を繰り返し⾃らの失敗から学ぶしか⽅法がありませんでした。
largest furniture retail companies such as
apartments of a modern and stylish building
今となればこの全ての失敗に感謝しています。この失敗が私たちを今⽇の
HOMEas
STAGING
へと導いてくれまし
itori started
to offer Home Staging, as it also
may appear
little JAPAN
boxes,
without any charm
provides a good opportunity to market
or uniqueness. Though most people are used
た。起業当初は倉庫もなく、家具や⼩物の殆どを⾃宅に保管していました。ホームステージング事業の⽴ち上げにこれ
furniture.
to it and therefore willing to accept that
conformity, many of them seem curious and
程多くの苦労があると知っていれば、事業を始める勇気など無かったことでしょう。考えの⽢さが功を奏したので、何
interested in new possibilities and ways in how
HSA On average, how many properties do
事にも恐れず先ずスタートしてみる⼤切さを⾝を持って体験しました。
to achieve a touch of uniqueness. That may
you stage per month
explain why in the past few years I and
imported wallpapers became extremely
Up until two years ago, we staged around
HSA ⽇本でホームステージングは⼈気ですか？事業開始以来、ホームステージングへの関⼼は⾼まりましたか？
popular in apan .
projects
per month. We had to decrease
the number of projects since we started to
That lack of uniqueness actually creates a
concentrate more and more on high-quality,
LK
huge opportunity not only for experimental
⽇本最⼤級の不動産会社である主要クライアントの皆さまのお陰で、ホームステージングの認知は直ぐに拡⼤し、
full-staging projects, focusing on larger
architects but also for Home Stagers. The
properties.
サービスは確⽴され、多くのご物件で当社のサービスをご利⽤いただきました。また、ホームステージングのコンセプ
challenging part for us is to find ways and
techniques on how to make a small room look
The beginning
of the global pandemic in
トを普及していただくことにも多⼤なご協⼒をいただきました。私たちのサービスに注⽬をした、他の不動産会社様も
bigger and show potential buyers how
also led to the fact that many real estate
ホームステージングサービスを導⼊せざるを得なくなり、サービスを提供する会社が次々と現れました。⽇本最⼤級の
functional it actually is.
companies had to cut down on their Home
Staging家具⼩売店でさえも、⼤きなビジネスチャンスと考えホームステージングを展開するようになりました。
budget. At the moment we have
Additionally, we try to create that missing
around
projects per month.
unique look by choosing modern western
furnishings and d cor items that appear to
HSA HSA
What平均の⽉間ステージング件数を教えてください。
are the peculiarities of apanese
many people as very inviting and make a
properties and how does it reflect on the way
home stand out and be remembered.
you stage them
LK

2019 年までは⽉ 170 件ほど実施していましたが、近年は⾼額物件を中⼼に良質なフルステージング(全室)にフォ

ーカスすることで件数を抑えています。また、その他の背景としては 2020 年に全世界で流⾏したコロナウイルス感染
24

症により、多くの不動産会社がホームステージングの予算を削減せざるを得なくなりましたが、現在は⽉ 130 - 150 件
ほどのプロジェクトが進⾏しています。

Home Staging a an
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e ectations towards housing
are changing and the way we
design our living s ace is
ecoming more and more
im ortant.

HSA

LK

⽇本の物件の特殊性について、また、その特殊性がステージングにどう反映されるかについて教えてください。

家族構成の変化に伴い家を住み替えることが多い⽇本では、ヨーロッパ諸国のように 50 年・100 年と歴史ある建

物に継続して住み続ける選択肢や概念が基本的にはありません。量産される集合住宅や⼾建ての多くは、サイズや間取

HSA What do apanese home buyers seem
that property, regardless of whether they buy
to like the
most when viewing a property
it or not. If they don’t buy the property, they
りがフォーマット化され、同じようなスキームで建てられています。その為、近代的でスタイリッシュな集合住宅でさ
just might be inspired by our arrangement,
え、独⾃性に⽋けた⼩さな箱のように⾒えるかもしれません。多くの⼈はこのような⽂化や価値観を当たり前のように
L
Tokyo,
for example, is a mega-city where
therefore rearrange their current place or
commuting
can take a lot of time.
any
even end up buying new furniture.
受け⼊れざるを得ない状況ですが、近年
DIY や輸⼊壁紙にも注⽬が集まり、豊かな暮らしに対する関⼼や選択肢は⾶躍
people will prioritise that and look for a home
的に伸びたように感じます。
that not
only fits their budget, but is also
I think that this type of inspiration is what
convenient according to their lifestyle.
those who visit our properties like the most,
because it will be remembered whether they
It is a こうしたインテリアへの可能性は、試験的プロジェクトを⼿掛ける建築家だけに留まらず、ホームステージャーにとっ
widely-held view that houses in apan
buy a new home or not. Especially now, since
usually function as places where people go
the beginning of the pandemic, as working
ても⼤きなチャンスだと考えています。私たちの仕事のやりがいは、内覧者様に⼩さな部屋をいかに広く感じていただ
back to
sleep. ife at home has a different
and spending time at home has become more
meaning
than
in
Western
countries.
or
common, expectations towards housing are
けるか、機能性のある家をいかにアピールできるか。家具や⼩物のホームステージングアイテムで物件の魅⼒を引き出
example, people rarely invite friends over or
changing and the way we design our living
し、唯⼀無⼆の空間で⼈々に刺激的なインスピレーションをご提供することです。
host dinner
parties at home. Therefore, most
space is becoming more and more important.
people don’t pay much attention when it
comes to the interior and decoration of their
HSA
What do you think are the main
HSA 内覧の際、⽇本の買主が最も重視するポイントは何ですか？
home. That’s
rather secondary.
differences between staging in apan and the
rest of the world
Through our Home Staging projects, we have
the opportunity
to show numerous people
L
Our projects mainly relate to Tokyo and
LK ⼤都市東京では通勤に多くの時間を要するので、予算はもちろん利便性のあるライフスタイルに合った物件を探す
different ways of furnishing and designing
its surrounding area.
⼈が多いのではないでしょうか。まだまだ⽇本の住宅事情には「家は眠りにつくためのもの」という状況がありますの
living spaces.
We mostly follow western ideas
and concepts
and 欧⽶諸国とはかなり異なります。
try to create an 例えば友⼈を家に招き⾷事会をする機会などは殆ど無いので、
Tokyo is one of the world’s largest real estate
で、⾃宅での暮らしは、
environment that is appealing to most people,
markets and full of opportunities for home
インテリアや室内装飾にはあまり気を配りません。そんな多くの⽅々にホームステージングを通じ、私たちは住空間の
something
that they like and that they may
staging businesses. One advantage for home
not have seen before.
stagers when it comes to real estate in apan
デザインや多様性を体感いただき、主に欧⽶の価値観を参考にしながら、未だ⽬にしたことがないような空間をご提案
is that apartments and houses are smaller than
Of course,
Home Staging primarily serves as a
in western countries.
ost homes are very
できるよう⽇々精進しております。
great strategic marketing tactic to sell a
similar in terms of layout and size and can
ホームステージングは主に物件を売るための戦略的なマーケティング戦術としての役割が⼤きいですが、必ずしもそれ
property,
but we don’t necessarily focus solely
therefore be staged more quickly.
on that.だけが⽬的ではありません。物件の売却サポートに限らず、私たちは物件に⾜を踏み⼊れた全ての⼈を第⼀に考えてい
We think of every person who enters
ます。例え物件を購⼊しなくても、私たちのホームステージングに刺激を受け、部屋の模様替えの為に新しい家具を購
⼊するかもしれません。その為、住み替えに限らず物件を訪れた全ての⼈に憧れの暮らしのヒントを持ち帰っていただ
くことを重視しています。コロナウイルス感染症のパンデミック以来、テレワーク等、家で過ごす時間が増加傾向にあ
る中、住まいへの期待は⼤きく変化し住空間のデザインは益々重要になっています。
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Home Staging rimaril serves
as a great strategic mar eting
tactic to sell a ro ert ut we
don t necessaril focus
solel on that.

The challenge, however, is to make sure that
I am personally very glad that we have the
not all HSA
apartments
look the same. In apan,
opportunity to be in touch with Paloma
⽇本と世界のステージングの主な違いとは何ですか？
home staging is still in its beginnings. It is a
Harrington riffin from the Home Staging
very common practice to stage only the living
Association
Ireland and therefore get
and dining
room and leave other rooms unthe chance to find out how home staging has
LK 私たちのプロジェクトは、主に東京とその周辺地域に関連しています。東京は世界でも有数の不動産市場であり、
staged since most of them appear in standard
been practiced in countries outside of apan.
ホームステージング事業のチャンスに溢れています。⽇本の市場でのホームステージャーの利点は、欧⽶諸国と⽐べ演
sizes. Our
goal is to change that by offering
In the future, we would be grateful for every
full home
staging
plans
in
order
to
make
use
opportunity to exchange home staging ideas
出する空間がコンパクトなことです。間取りやサイズ感も⾮常に似ているので、よりスピーディーにホームステージン
of the apartment's fullest potential.
with other home stagers from all over the
world.
グすることができますが、課題は全ての住宅にオリジナリティを与えることです。⼀般的な⽇本のホームステージング
Another difference is that home stagers don't
は、リビング&ダイニングのみを演出し、その他の洋室は演出していません。私たちが⽬指すステージングとは、物件の
deal directly
with homeowners.
of all
HSA
lease share how people can find out
inquiries
we
are
receiving
are
from
real
estate
more about you and your company.
ポテンシャルを最⼤限に引き出す為、全室にホームステージングサービスをご提案することです。もう⼀点海外との違
companies. They offer home staging
99％が不動産会社様からのご依頼で、
servicesいは、⽇本ではホームステージャーは売主様と直接取引をしません。受注案件の
to homeowners for free as an
Even though
our website, which we
additional
service,
which
is
covered
by
the
recently
updated,
it
is available only in
ホームステージングサービスを無料で提供していますが、これらは 3%の仲介⼿数料で賄われています。
commission fee
.
apanese at the moment, I would be happy if
anyone who is interested in our activities in
HSA
What is on the horizon for Home
apan would take a look at it.
HOME STAGING JAPAN の今後の展望を教えてください。
StagingHSAapan
We will continue to spread the idea of
私たちの⽬標はホームステージング業界を更に推し進めることですので、今後もホームステージングを⽇本に幅広
Home LK
Staging
in apan. Our goal is to push
the home
staging
industry forward. We want
く拡げて参ります。不動産会社様だけではなく、⼀般の⽅にもホームステージングの価値を知っていただく為に、ご興
homestaging.co.jp
not only real estate companies, but also the
laformajapan
general味のある⽅を対象としたイベントやセミナーをこれまで同様に開催していきたいと考えています。また、ホームステー
public to know more about home
staging.
ジングで使⽤している家具の⼀部も販売しているので、欧⽶の家具やインテリアについての新しいアイデアとアイテム
home staging japan
laforma japan
As soon
as it becomes possible again, we
をもっと⽇本に紹介していきたいです。先⽇、個⼈的に英国・アイルランドのホームステージング協会のパロマ・ハリ
want to organise events and seminars, as we
alreadyントン・グリフィン⼥史と連絡を取り、⽇本以外の国々でホームステージングがどのように実践されているかを学ぶ機
did in the past, for everyone who is
www.homestaging.co.jp
interested
in home staging.
会をいただき、⼤変感銘を受けました。また、将来的には世界中のホームステージングのアイデアを各国のホームステ
ージャーと情報交換できる場を持つことを願っています。
Since we
are also selling some of the furniture
that we have been using for our home staging
projects, we plan to bring more western
furniture
home d cor ideas and products
HSAand
ご⾃⾝と企業情報はどのようにして⼊⼿できますか？
to apan.
LK
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先⽇リニューアルした当社コーポレートウェブサイトは⽇本語版しかございませんが、⽇本での私たちの活動にご

興味のある⽅はぜひご覧ください。本⽇はありがとうございました。

Home Staging a an
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