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オリバーは街に笑顔をゾウさんします

・ ・ ・

不動産オーナー様との通信誌
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狭小なお部屋の賃料維持と空室対策
オーナー様・売買お客様 体験談
土地活用のご提案

河津桜まつりバスツアー
２０２３年部門宣言

相模原市中央区鹿沼台１-２-１８
　０４２-７５５-５６５５（代表）

富士山と雲海

年頭のご挨拶

ＤＸで前進する不動産･管理業務へ
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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【ご相談・お問い合せ担当】

お陰様で断トツの募集力を増進中！

あけましておめでとうございます。
代表取締役として初めて迎える新年に気持ち
が引き締まる思いでおります。

動きの激しい経済・社会情勢の中、オリバー
では、全社でＤＸ（デジタルトランスフォー
メーション）を強力に推進しております。こ
れは、ペーパーレスや作業の自動化に留まら
ず、オリバーに集まるあらゆる情報をデジタ
ル化することで、社内外との連携や業務の効
率化を飛躍的に向上させ、もってオーナー様
への収益向上（収益最大化）とリスクヘッジ
を図るなど様々なサービス開発に繋げ、確信
をもって取り組んでおります。当然、これを
使うスタッフのスキルアップなど制度と体制
の強化も継続し、オーナー様の頼れる総合不
動産会社・管理会社としてお役立ていただけ
るよう、今年も邁進して参ります。

また、賃貸仲介業務もＤＸ推進チームが９店
舗のハブとなり募集活動と反響対応のスピー
ドと精度を向上させ店舗では細やかな応対に
注力する体制を整備しております。これを顧
客管理のデジタル化が後押しすると共に、新

サイトの公開やポータルサイトの活用と合わ
せて成約拡大を目指しており、年間５ ,０００
成約を必達させる様取り組んで参ります。

そして、オーナーズクラブきずな会では、今
年はオーナー様に直接参加型で心から楽しん
でいただけるイベントが増やせるのではと期
待しております。勿論、ご自宅でお気軽にご
参加いただけるオンラインイベントも、セミ
ナーを生中継させていただくなど昨年と同様
に取り組み、本年も楽しく役立つ内容でお届
けすることをお約束いたします。

更に、売買仲介や不動産活用についてもＤＸ
への取り組みを着実に進めており、相続を始
めとした不動産や税制、法律など広範囲に及
ぶ専門知識を必要とするコンサルティングに
も活かされており、オーナー様への貢献を目
指し資産を守る総合コンサルタントとしてご
提案をさせていただきます。

本年は社員一同、オーナー様を始めお客様へ
新たな不動産サービスのご提供に努めて参り
ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご自宅からスマート
フォン等でご相談い
ただけます。

　   　　　　   　　　　　　年頭のご挨拶
https://oliver-owners.jp/topics/202301-1

不動産コンサルタント 賃貸不動産経営管理士

ＤＸで前進する
不動産･管理業務へ

年頭のご挨拶

代表取締役社長

小川　彩奈



（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

オリバー通信

担当店舗　アパマンショップオリバー淵野辺北口店

相模原市中央区淵野辺３－６－１２
　０４２-７８６-１５１５

オリバーは狭小なお部屋も賃料維持と空室対策を推進

　　狭小住宅で賃料を維持する空室対策
https://oliver-owners.jp/topics/202301-2

ＳＵＵＭＯの調べでは２０代の一人暮らしの
専有面積は平均約２７㎡。一方で２０㎡以下
のお部屋も多く、入居者ニーズとの差や競合
の多さから、手を打たなければ退去の度に賃
料を引き下げざるを得ない状況です。
オリバーではこうしたお部屋の課題として大
きく２点の解消をご提案しております。
騒音問題
オリバーの退去者アンケートでは、住み心地
が悪かったと答えた方の内２５％が騒音を挙
げています。狭いお部屋は騒音源が近い為壁
の防音対策は課題です。今回入居中に設置で
きるワンタッチ防音壁の検証を行いました。
振動を伴う戸の開け閉めや足音への効果は限
られたものの、音声や家電の動作音などは数

値上も検証者の感想でも軽減されました。
空間効率
限られた専有面積を効率的に使う設備で狭さ
を感じさせない対策が取れます。折り畳み式
のデスク・室内物干しや取り外しできる棚、
備え付けの傘掛けは、使わない時は簡単に仕
舞えて場所をとる家具も不要になる為狭くて
も効率よく居室を使えます。

↑掃除機など騒音を再現・↓隣室で防音効果を計測

騒音測定器→騒音測定器→

建物本来の壁建物本来の壁

←人による音量確認←人による音量確認
ワンタッチで設置・取り外せる防音壁の効果検証

壁付の折り畳みデスク 折り畳み室内物干し

取り外し可能な壁付棚 備え付けの傘掛け

壁付の折り畳みデスク 折り畳み室内物干し

取り外し可能な壁付棚 備え付けの傘掛け

←　ワンタッチ防音壁　→
↓

←　ワンタッチ防音壁　→
↓

←ワンタッチ防音壁←ワンタッチ防音壁



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

「リフォームを実施し２室がすぐに決まりました」

Ｓ様のマンション経営 オーナー様体験談

「まさに希望通りの物件でした」

Ｔ様のアパートご購入 お客様体験談

ネット集客の充実が魅力
今回、オリバーさんに管理を任せることにし
た賃貸マンションは、祖父が建て父が管理し
ていました。父に代わり私がオリバーさんへ
空室の相談をしたことがあります。当時の管
理会社の対応が曖昧で管理移行を検討したの
です。その後も、管理移行には至らなかった
のですが、空室の相談をさせてもらいました。

こうして
何度も相
談させて
もらった
の は、ネ
ットでの
集客が充
実してい

て魅力があったからです。担当者は、礼をも
って気さくに話してくれますし、様々な実例
をもって情報を提供してくれます。実際、管
理を任せる際に３室空室がありましたが、提
案を受けてリフォームを実施し２室がすぐに
決まりました。近々の満室を期待しています。

  空室対策アドバイザー   井口 真
Ｓ様にはオリバーの「建物現場研究会」にご
参加いただきました。管理担当者・建設担当
者・メンテナンス担当者・仲介担当者が物件
に集まり、各専門家がチェックし、物件の良
化をメインにオーナー様の収益最
大化やリスクヘッジに繋げる取り
組みです。オーナー様、入居者様
は勿論、地域の皆様にも好感を持
っていただける物件を目指してご
提案を取りまとめて参ります。

ニーズのある神奈川県で物件探し
金融機関で営業を務めていました。家督を相
続したのを機に退職しましたが、その知識を
活かして資産運用・賃貸管理の会社を設立し
ました。東横線、田園都市線、小田急線沿線
でワンルームの賃貸物件を探していたのです
が、オリバーさんで矢部のアパートを購入し
ました。その後も、物件を紹介してくれて、

今回オリ
バーさん
で購入し
た東林間
のアパー
トはまさ
に希望通
りの物件

でした。これまでの経験上、神奈川県は都内
に比べて賃料が安く、交通の便が良いので賃
貸住宅のニーズがあります。所有するにも都
内より固定資産税が安く維持しやすいと思い
ます。これからもオリバーさんに物件探しを
お願いしたいと思っています。

  売買アドバイザー  花輪 太一
東京都と神奈川県を比較すると、基準地価平
均は東京都が約１０３万円・神奈川県が約２
９万円に対し、平均賃料は東京都が約９ .１万
円・神奈川県が約６ .６万円と、賃料には地価
ほどの差がありません。一概には
言えませんが東京都での賃貸物件
の維持は不動産価格に基づく高い
税負担という難しさがあり、神奈
川県の物件への組み替えは合理性
があると思います。

オーナー様体験談 バックナンバー　https://oliver-owners.jp/voice

オリバー通信
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042-756-2266

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

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

複合型駐車場
用地募集

トランクルーム
用地募集

平賀
［町田市］

髙山
［東村山市］

【お問い合わせ】

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

お陰様で１０８拠点 ４,８１７室 稼働中！

お陰様で１４２拠点 １,１７７車室 稼働中！

※［　］内は出身地です

str@oliverg.jp

土地活用窓口 トランクルーム運営

管理員（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］

樋川
［相模原市］

清水
［群馬県］

浅原
［海老名市］

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］

名取
［横浜市］

依田
［長野県］

山下
［伊勢原市］

玉井
［町田市］

山口
［川口市］

不動産活用は私たちに
お任せください！

佐藤
［町田市］

土地活用プランナー
後藤

［宮城県］

土地活用プランナー

オーナー様の声から事例まで土地活用の話題盛沢山
　　　　　　　　　　　https://oliver-owners.jp/

屋内トランクルームを中心に複合活用

① ニーズの高い屋内トランクルーム
オリバーグループでは、土地の収益力を活かす
為の活用方法を多角的にご提案しています。小
田急相模原（座間市）トランクルームでは、①
建物型トランクルーム ②バイクガレージ ③コイ
ンパーキングとニーズ分析から活用方法を組み合
わせ、更にどの活用方法も清掃等管理を行き届
かせ、地域の皆様に安心してご利用いただける
サービスをご提供しております。
【土地活用相談窓口】　０４２-７５６-２２６６

② 空き家の解体もお任せの土地活用プラン
パーキング３６５では、未利用地の活用をお手
伝いしております。空き家の対応にお困りのオ
ーナー様や不動産会社様からご相談をいただき、
空き家の解体を含めた総合駐車場サービスによ
る土地活用をご提案しております。コインパーキ
ング・月極駐車場・ネット予約駐車場・カーシ
ェアリングを組み合わせ、最も収益性の高いプ
ランをご提案いたします。
【総合駐車場相談窓口】　０４２-５６２-０３６５

空き家から駐車場へ、土地活用をご提案

地域に親しまれ喜ばれる土地活用をご提供します
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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

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

相続支援コンサルタント

お客様

遺言

相続税

不動産

生命保険 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

オリバーでは、オーナー様の「資産を守る取り組み」として、手が付けづ
らい相続のお手伝いも管理会社の使命と捉えております。（ ）

開　催 ２月２４日（金）８：００～１９：００

「河津桜まつり」バスツアー
一足早く春の訪れを楽しむ大好評の日帰りツアー

参加費 お一人様４,０００円（税込）

募集人数 ３０名様限定

応募締切 ２月２日（木）

お申込みはこちら
https://oliver-owners.jp/event/20230224

スマートフォンでアクセス

※天候やウイルス感染拡大状況等の関係で日程変更･中止になることがあります。

※特別ご優待価格です。入場料、昼食代全て含みます。
　オリバーが参加者様のけがなどを対象にレクリエーション保険に加入します。

※１組２名様まで。オーナー様とご同伴であればお友達のご参加も大歓迎です。

※応募者多数の場合抽選となります。抽選発表は２月３日（金）です。

オリバー恒例の河津桜まつりを楽しむ日帰りツ

アーを開催！今年は明太パークの工場見学や炭火

焼き地鶏のランチ、名産品のお買い物と盛りだく

さんのツアーとなっております。

本州一と言われる早咲きの桜

人気スポットの桜並木

いちごプラザでお買い物炭火焼き地鶏ランチめんたいパーク見学

伊豆「河津桜まつり」バスツアー　開催
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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 042-707-9626

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］
内田

［川崎市］
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）
22120344 22120544・22120861・22120886

22120034・22120121・22120231・22120472
22120557・22120712・22120759・22120836

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２０２３.３

バースデイカード１２月　ラッキーナンバー発表

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

年頭にあたりオーナー様へ部門宣言

オリバー３６５　福田 雄一
県下Ｎｏ.１仲介店舗を目指し新たな手法や
サービス拡充に挑戦して参ります。
多様な物件紹介手法に対応し、お客様に選んでいただけ
るサービスの拡充と店舗運営を行い、入居率の向上に努
めて参ります。

不動産営業部　早川 良成

不動産（物）を売買するだけでなく
安心を添えた体制の販売を行います。

売買だけに留まらず、オーナー様にとって最適なご提案
をオリバーグループの総合体制を活かして行って参り
ます。

不動産活用部　加藤 和幸

皆様のお役に立てる
不動産コンサルティングを実践します。

オーナー様や地域の皆様に、必要とされ喜んでいただけ
る不動産の活用方法をご提案させていただきます。

オリバー建設　高貝 英雄

一級建築士による適確な診断で
効果的な修繕計画をご提案いたします。

建築士の診断に基づく改修と長期修繕計画のご提案で
ご所有物件の長寿命化と資産価値向上を図り賃貸経営
をサポートします。

賃貸管理部　板井 克憲

賃貸経営の良きパートナーとして、
オーナー様の収益最大化を実現します。

時流に沿った空室対策や入居者満足を図るサービスで、
安定した賃貸経営のお手伝いをさせていただきます。

オリバービルコム　高貝 英雄

迅速な修繕対応と予防保全のご提案に努めます。

設備不具合への迅速で適確な修繕対応と、効果的な予防
保全提案で建物･設備の維持と保全に努めます。

業務企画推進センター　尾崎 諭

サービス向上と効率化へＤＸを推進します。

オーナー様・お客様へのサービス向上と社内の業務効
率化に繋がるＤＸの推進に努めます。

パーキング３６５　山下 敏史

リスクゼロの土地活用でオーナー様の
収益最大化に貢献いたします。

環境や立地に応じた多種多様な活用提案で他社と差別
化し、お客様満足度の向上をお約束いたします。

総務部　額見 信也

全社の組織力強化に貢献して参ります。

社員一人ひとりがお客様に最大最高のサービスを提供
出来る職場環境になるようサポートして参ります。

　　　　　　　 オーナー様への部門宣言
https://oliver-owners.jp/topics/202301-3
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県下屈指の集客体制

全国１１００店舗

賃貸経営のリスクを軽減する総合管理

１

空室対策で高稼働率９５％以上

３

３

７０名のスペシャリスト管理員体制

４ 超･高密度な店舗体制

地域に類のない９店舗の集中営業

２

［会社概要］
設立
グループ資本金
社員総数

１９８２年５月
８,０００万円

２００名

総合体制で管理

オーナー様の はお任せくださいＳＯＳ

オーナー様の 収益最大化 と リスクヘッジ が業務です ご相談お待ちしております

社内見学も歓迎です

042-786-1616

空室が埋まらない 清掃が不徹底家賃が下がる 管理会社が遠隔地で無理

私達はオーナー
様を代行し良質
な賃貸住宅の供
給をもって社会貢
献して参ります。

オリバー賃貸管理センター

私達が対応します

緊急時８５台のオリバーカーが急行 ９店舗で集中営業

修繕も建設も

ご入居者に

レンタル
収納

４,８１７室

ご入居者に

ガレージ

ご入居者に

１

４

２
総
合
体
制
①３

急
行

７

８

９

５

６

賃貸仲介
株式会社オリバー３６５

賃貸管理
株式会社オリバー

建物保守
株式会社オリバービルコム
株式会社オリバー建設

オリバー
ＩＴ推進センター
オリバー
ＩＴ契約センター
オリバー
一級建築士事務所

土地活用
株式会社パーキング３６５

賃貸保証
株式会社オリバーインシュア

総
合
体
制
②

時代は

後方支援

１

２

２

１

お部屋探し来客数 年間１０,０００組以上

受託総数（管理･専任･一般）２５,０００室

地域に類の無い体制で




