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オリバー通信

アパート・マンション

空室募集
042-786-1616
contract@oliverg.jp

アパマンショップ９店舗！

お陰様で県下トップクラス

賃貸管理･入居者募集･
空室対策、あらゆる
賃貸経営のご相談は... 関 口

［相模原市］
薄 井
［町田市］

オンライン相談
ご自宅に居ながらス
マートフォン等の画
面上でご相談いた
だけます。

【ご相談・お問い合せ担当】

お陰様で断トツの募集力を増進中！

賃貸住宅の大規模修繕について共済制度が開
始されます。これまで、オーナー様は建物の
価値を維持する為の大規模改修工事を行う場
合、手持ちの資金や借り入れで実施されてい
るケースが多い状況でしたが、この共済制度
を利用することで計画的に大規模修繕を行う
サポートになることが期待されます。

大規模修繕の費用積立が非課税に
一方で、国交省の調査では計画的に大規模修
繕を実施しているオーナー様は２割程度に留
まっています。これは、費用がネックになっ
ているためです。個人事業主のオーナー様の
場合、大規模修繕を計画的に実施しようと考
え費用を積み立てても、課税対象となり経費
に計上することができませんでした。これが、
共済制度を活用することで、共済掛け金を全
額損金とすることが認められ非課税になり、
オーナー様の節税にも繋がります。

賃貸経営の大きな課題「大規模修繕」
賃貸経営において、物件の価値を維持する取
り組みは中心的な課題です。特に建物を維持
する外装のメンテナンスは欠かせません。屋
根や外壁は建物を保護し、内見時のお客様の

印象を左右することから、お客様に選ばれ、
またトラブルを防止する重要なポイントです。
これを個人オーナー様も定期的に実施する為
の助けとなることを目的に共済制度が制定さ
れました。

長期修繕計画の策定をサポート
但し、共済制度を利用する為の課題もありま
す。まず、当初は対象を屋根と外壁の修繕に
限定されています。これは将来的に給排水管
や専有部設備へと対象を拡大することが予定
されています。また、物件毎に異なる修繕の
実施時期や内容、費用を盛り込んだ長期修繕
計画を作成し、その物件毎に共済掛け金を定
める必要があります。オーナー様ご自身で長
期修繕計画を策定することはハードルが高く、
外部に依頼するにも賃貸住宅に詳しい専門家
の選定が必要になります。オリバーでは、賃
貸管理の専門家として一級建築士事務所が経
営効率を考慮した計画策定をお手伝いいたし
ます。是非ご活用ください。

【お問合せ】
オーナー様ご相談窓口
　０４２（７８６）１６１６

不動産業界のニュース･トピックス
https://oliver-owners.jp/topics

スタートに向けて着 と々準備

大規模修繕をサポートする新共済制度



対策の結果

物件の課題と解決
２ＤＫの間取りは圧迫感があり内見時の印象が悪い
洋室とＤＫを繋げて１２帖のＬＤＫに変更して印象アップ

１０年の長期入居で壁紙･床材の劣化が進行
色味を合わせて全面クロス･フロアタイルで見栄え良く

１０年以上設備の更新がなくニーズに合わない
洗面台･洗浄便座･モニターフォンなど設備を刷新

２ＤＫから
１ＬＤＫへ間取り
変更で解放的な
住空間に

水回り設備をグレードアップ

内装の見栄えの良さと新しい設備は、内見
時の印象を大きく引き上げ、築古の印象を
覆して選ばれやすく、入居満足度も高い為
長期入居も見込めます。

小田急相模原店　長島 大輔

洗面台を
交換

室内物干し
新設

・募集賃料　５４,０００円から６６,０００円に向上
・入居者募集期間　募集開始から４２日で申込み
・対策による想定増収　１,５４０,０００円（今後１０年間の試算）

空室改善レポート「古さと圧迫感を払拭する設備の刷新と間取り変更」

一級建築士　高貝 英雄

間取り変更：２ＤＫ　１ＬＤＫ

リフォーム前のＤＫは窓がなく圧迫感が
ありました。１２帖のＬＤＫにして採光がで
き白い内装の効果もあり明るく解放的で
今のライフスタイルに合致しています。

課題
解決

課題
解決

課題
解決

洗

冷

赤い部分の壁と建具を撤去１

解放的な住空間を確保して解放的に

現在のニーズに合わせた設備へ
洗面台交換、温水洗浄便座･モニターフォン･
室内物干し･照明器具新設

２

神奈川県座間市相模が丘１-２４-１
　０４２-７６５-１５１５

（賃貸斡旋専門）

相模原市･町田市･座間市･大和市
年間 1万組ご来店の専門店です

担当店舗　アパマンショップオリバー小田急相模原店

空室改善レポート
https://oliver-owners.jp/caseオリバー通信



お客様体験談 バックナンバー　http://www.oliver-sumai.net/

「工夫を凝らして価値をよみがえらせる」

Ｎ様のアパート経営 オーナー様体験談

「夢を少しずつ拡大しているところです」

Ｈ様のマイホームのご購入 お客様体験談

半数近くが空室の物件を購入
６年前にアパートを購入して、管理会社を設
立しました。停滞気味の物件を再生して収益
化することを目指しています。利益は多くあ
りませんが、入居者さんに喜ばれる工夫を凝
らして価値をよみがえらせる、そんな楽しみ
を感じる賃貸経営を目指しています。今回購
入した物件は、１２室中５室が空室で、その
原因の判断に迷ってオリバーさんに相談しま
した。集客力があり、メンテナンス部門もあ
り、この会社なら満室にしてくれると思い、
購入後の管理をお任せしました。

  賃貸アドバイザー  …榎本健太
長期の空室問題を抱える物件の多くは、美化・
清掃とお部屋の魅力に課題があります。これ

を放置すると物件価値が下がり続ける悪循環
に入ってしまいます。Ｎ様はこうした物件の
改善と収益化を目標に定めていらっしゃいま
したので、共用部の保守や外壁塗装など物件
イメージの向上と、放置されていた室内のリ
フォーム、ネット環境やモニター
フォンの設置などをご提案させて
いただき、ユーザー目線で住環境
を整えていただき競争力のある物
件になり、近々満室の見込みです。

夢のスタート、本当に嬉しかった
最初の物件を購入したのは２７歳の時です。
賃貸経営に関心を持って、マイホームを差し
置いてアパートを手に入れようと考えまし
た。オリバーさんは状況を汲み取って賃貸併
用住宅を勧めてくれました。夢がかない、マ
イホームも手に入り、住宅ローンが使える。
あの時は本当に嬉しかった。その後、建築関
係の会社を設立して軌道に乗り、２年前に２
棟目を購入でき、今回３棟目の相談をさせて
もらっています。オーナー業の夢を少しずつ
拡大しているところです。

  仲介アドバイザー  …長岡 俊一郎
当時、２０代で夢を実現しようと動かれる姿
を目の当たりにして、何とかお手伝いができ

ればと対応させていただきました。現在は、
入退去の少ないファミリー物件を中心に情報
提供を継続させていただいております。ご自
身でメンテナンスができ、複数物件をお持ち
の点は賃貸経営のリスクヘッジの面で強みと
なります。今後は売却も視野に展
開をお考えとのこと。出口戦略を
早めに考えることは選択肢を広げ
る意味でも重要で、引き続きサポ
ートさせていただきます。

オーナー様体験談
https://oliver-owners.jp/voiceオリバー通信



オリバー通信

※［　］内は出身地です

042-756-2266

str@oliverg.jp
遊休地・月極駐車場等の有効活用に。

トランクルーム・コンテナ は私達です大好評！の

３０坪～５００坪 募集中

お陰様で１３９拠点 １,１２８車室 稼働中！

山下
［入間市］

【ご相談・お問い合せ担当】

パーキング３６５

042-562-0365
parking365@oliverg.jp

コインパーキング
用地募集

トランクルーム
用地募集
お陰様で１０７拠点 ４,７７４室 稼働中！

平賀
［町田市］

髙山
［東村山市］

小川
［町田市］

土地活用窓口 トランクルーム運営

巡回点検・清掃、事務・反響対応

加藤
［相模原市］

一級建築士
伏井
［大阪府］

吉田
［相模原市］

佐藤
［町田市］

樋川
［相模原市］

清水
［群馬県］

浅原
［海老名市］

後藤
［宮城県］

大山
［千葉県］

今野
［相模原市］

梶野
［八王子市］

糸井
［相模原市］

飯室
［山梨県］

岩本
［相模原市］

名取
［横浜市］

大谷
［青森県］

依田
［長野県］

山下
［伊勢原市］

山口
［川口市］

【お問い合わせ】

不動産活用は私たちに
お任せください！

私達が不動産の有効活用をコンサルティングさせていただきます

大人気！宝塚歌劇 貸切公演チケットプレゼント

イベント情報
土地活用：トランクルーム・コンテナ収納・駐車場

全国賃貸管理ビジネス協会主催の宝塚歌劇貸切公演を行います。大人
気で入手困難なチケットの為、抽選でプレゼントさせていただきます。

日　程 ４月２６日（火）１２：３０～

当選者数 抽選で２０組４０名様

応募締切 ４月１４日（木）

会　場 東京宝塚劇場 お申込み
スマートフォンでアクセス

宝塚歌劇

第４１回お見合いパーティーのご案内─全国賃貸管理ビジネス協会

協会主催のお見合い・既に４０６組カップル成立

弊社が加盟する全国賃貸管理ビジネス協会主催の

社会貢献活動である、結婚支援の『クリスタルパ

ーティー』は４０回の開催で４０６組のカップルが

成立しました。カップル成立料等は一切不要、身

元も分かっており安心してご参加いただけます。こ

の度５月１７日にコロナ対策を行った上で第４１回

開催の運びとなりました。是非ご利用下さいます

様ご案内申し上げます。

対象者 ①オーナー様のご子息･ご令嬢
②会員企業の社員･役員
上記でご結婚を真剣に考えている独身の方
年齢制限：女性２５～４５歳･男性２７～４５歳

日　時 ５月１７日（火）１７：４５～２１：００頃

場　所 帝国ホテル東京（本館４階　桜の間）

参加費 女性５,０００円･男性１０,０００円
※これ以外に費用は掛かりません

オリバーオーナーズクラブきずな会
お申込み

042-755-5655（※定員になり次第締切ます）

NEVER SAY GOODBYE
─ある愛の軌跡─

042-755-5655（総務部）
（9：00 ～ 17：45・水日曜日定休）

※コロナ対策を行った上で実施します。状況によっては変更または中止になる可能性があります。

©宝塚歌劇団／ Photographer LESLIE KEE(SIGNO)



オリバー通信
オーナーズクラブきずな会イベント情報
　   　https://oliver-owners.jp/event

042-753-7111
オリバー相続サポートセンター不動産

コンサルタント
宅地建物
取引士

土地家屋
調査士

弁護士不動産
鑑定士

税理士ファイナンシャル
プランナー司法書士

オリバーの相続支援コンサルタント １つの窓口で相続の各専門家が対応

相続に関するあらゆる分野をサポート
相続支援の
専門家集団

オリバーの相続支援チーム

相続相談（無料）を承ります

名児耶板井 小林

■相続支援コンサルタント

相続と資産の専門家チームが解決します

オーナー様向け「賃貸経営セミナー」

オーナー様のための「相続対策基礎セミナー」（全３回シリーズ）

ご自宅からご参加いただけるオンラインセミナー
アパート・マンションをご所有の方の相続対策は、
それ以外の方とは異なります。様々な誤解をとい
てお悩みを解消します。

賃貸経営の最新情報を専門家が解説
市場動向から新税制までオーナー様必見のセ
ミナーと専門家がお答えする個別相談会です。

開　催

会　場

参加費

４月２３日（土）

開　催 ３月２６日（土）
参加費 無料

１３：００～

お申込みはこちら
https://oliver-owners.jp/event/20220423

スマートフォンでアクセス
※コロナ禍により変更の場合がございます。ＪＲ横浜線「町田」駅中央改札口徒歩６分

無料

募集人数 ５０組様限定（先着順）

レンブラントホテル東京町田

１３：００～１７：００

第１部「２０２２年度の繁忙期総括」
講師：船井総合研究所　松井哲也先生

第２部「市場動向と今後の空室対策」

株式会社リクルートより講師をお迎え

第３部「今から備えるインボイス制度」

第４部　個別相談会

辻・本郷税理士法人より講師をお迎え

オーナー業の引き継ぎ方
─事業承継のポイント─

第３回：オーナー様のための「相続対策基礎セミナー」

お申込みはこちら

https://oliver-owners.jp/event/souzoku/16
パソコンからアクセス

スマートフォンでアクセス



オリバー通信

アパート マンション 土　地 戸建て

無料査定･相談、秘密厳守
オリバー通信同封ハガキを投函（切手不要）

「売却無料査定･相談」とお申し付け下さい

オリバー通信同封ハガキをそのまま送信

無料査定
ご相談は
こちら

同封はがき同封はがき
電　話
F A X

［　］内は出身地です

不動産販売センター 042-755-1515
検索オリバー住まいネット

投資物件・マイホーム
不動産の売却はお任せください

FAX 042-755-1323

臼杵
［相模原市］

黒見
［相模原市］

花輪
［山梨県］

長岡
［三浦郡］

不動産コンサルタント
早川

［相模原市］
栗原

［相模原市］
田中

［山口県］

求めています 売却不動産

１等 商品券３万円分（１名様） ２等 東京ディズニーリゾートペアチケット又は商品券１.５万円分（３名様） ３等 商品券５千円分（８名様）
22020251 22020050・22020687・22020732

22020121・22020253・22020384・22020421
22020483・22020744・22020752・22020800

バースデイカードをご確認の上、当選者の方は係までお知らせください。　　０４２-７５５-５６５５　有効期限２０２２.５

バースデイカード２月　ラッキーナンバー発表

最新情報はオリバーのウェブサイトで

https://oliver-owners.jp/event
パソコンでアクセス

スマートフォンでアクセス

最新イベント情報をチェック！

オリバーでは、オーナー様へ学びの場や楽しみ
ごとのご提供を行っております。また、定期的
に最新のイベントやセミナー情報、プレゼント
情報などをお届けするサービスもご用意してお
りますので、ぜひご活用ください。

ホームページからメールフォームで送信メールフォーム

オリバーは、社会やお客様と社員との絆業（相互信頼形成企業）

を目指し、３６項目の判断基準を「業務心得」として歩んでいます。

オリバーグループ
代表 小川 秀男

オリバーの業務心得シリーズ

【購入の決定】
「欲しいものは買わず、必要なものは買う」
必要ならジェット機もです。

弊社の購入の決裁は至ってシンプルです。
この業務心得が全社的に浸透し理解され、
決裁を申請する社員一人一人が「欲しいも
の」と「必要なもの」の判断を全社共通基
準で行えているからで、よって決裁に当た
り内容を問われる事は少ないと思います。
例えばパソコンは業務上必須であり一人一
台が割り当てられますが、それ程処理速度
を必要としない業務では安価な製品を使用
し、最新・高性能な物はそれを要する業務
に割り当てています。社有車も新車はお客
様が乗る営業部門が使用し、お客様が乗ら
ない事務や技術部門にはそのお下がりが回

ります。車両担当者であれば誰もが新車を
欲しがるものですが、これが全社的な共通
認識となって、古い車も大切にされ、修理
対応し、新旧問わず８０台の全車が本当に
キズ無しのピカピカで長く利用されていま
す。また、これにより車の運転も丁寧となり、
４０年間大事故がないと言う恩恵にも繋が
ったかもしれません。まさにオリバーは社
員の理解と協力で創業時よりこれを貫き、
これにより今があると言っても過言ではあ
りません。この業務心得はオリバーの伝統
的風土であり財産であり、大きな誇りでも
あります。



街
に

笑顔
をゾウさんしま
す

・ ・・・

県下屈指の集客体制

全国１３００店舗

お部屋探し来客数 年間１０,０００組以上

１

空室対策で差別化

高稼働率９４％以上

３ 安心の賃貸管理体制

７０名のスペシャリスト管理員体制
４ 超･高密度店舗体制

他に類のないエリア集中展開

２

オリバーの管理員体制３

ＪＲ横浜線

京王相模原線

小田急小田原線

小田急江ノ島線

東急田園都市線
ＪＲ相模線

橋本店橋本店

JR相模原店JR相模原店

淵野辺南口店淵野辺南口店

淵野辺北口店淵野辺北口店

古淵店古淵店

相模大野店相模大野店

小田急相模原店小田急相模原店 中央林間店中央林間店

町田南口店町田南口店
管理センター

サポートセンター

町田市

相模原市

大和市

座間市

［会社概要］
設立 １９８２年５月
グループ資本金 ８,０００万円

２００名

１９８２年５月
８,０００万円

２００名社員総数

地域に類の無い

総合体制で行う管理総合体制で行う管理

オーナー様の はお任せくださいＳＯＳ

賃貸保証サービス７

オリバー
ＩＴ契約センター６

オリバー
ＩＴ推進センター５

オリバー
一級建築士事務所８
土地活用９

サ
ポ
ー
ト
体
制
②

賃貸仲介１

４

賃貸管理２

サ
ポ
ー
ト
体
制
①

建物メンテナンス３

メールフォーム

オーナー様の 収益最大化 と リスクヘッジ が業務です

店舗体制４ 超･高密度
地域に類の無い

ご相談ください
042-786-1616

空室が埋まらない 申告が面倒建物が汚い家賃が下がる 管理が不満

５
３

ＩＴ推進
センター

６

６

５

急
行急

行

賃貸管理業は、上手く回っている時は存在価値が見えずらいものですが、トラブ
ルや不具合発生時に真価を発揮します。私達は２４時間･３６５日、オーナー様を
代行してオーナー様からお預
かりした物件の運用をより良い
方向へと対応し進めています。


