
お見積書作成やご相談も全て無料にて行いますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

※国内最大手企業調査会社による平成２９年１１月１７日に発行した平成２６年から平成２８年１２月決算による県内の不動産代理･仲介業社の売上高実績より。

小島店 ＰＭ事業部

９：００～１９：００ （日・祝１８：００まで）

ふらっと　　　   お部屋探し　  お家探し

※ご入居に関するお問合せも承っております。

ハッピーマンション

建築キャンペーン

2018

不動産総合企業いわき土地建物なら資産の有効活用「アパート経営」をしっかりサポート。キャンペーン期間中のご成約で

経営を助けるすてきな特典をご用意しました！このチャンスに是非ご検討ください！
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９１土
12 31月

小島北店 いわき市小島町２-７-５ （小島店北側） ０２４６-２７-０３３１
ニャンとなく　お家探しはサービス１番

中 央 店 いわき市平字倉前１１２-１３ （三倉橋たもと） ０２４６-２５-３７１９
にっこり　　　　 み　　 な　　 行 　　く

植 田 店 いわき市植田町本町２-５-３ （いわき土地建物ビル１F） ０２４６-６２-３０００
無事に　     　見つかる　 ３重まる

小 島 店 いわき市小島町２-９-１２ （小島バイパス面） ０２４６-２６-０３０３
ふらっと　　　お部屋探し　お家探し

双 葉 店 双葉郡富岡町中央２-１１７-２ ０２４０-２３-７５２５（あぶくま信用
　　金庫向い側）

不動産ならいつもにっこりいわき土地建物

満室御礼

※１世帯につきエアコン１台までのサービスとなります。

福島県内売上高３年連続
不動産投資に
関するご相談は 担当の まで緑川

ミドリカワ

を記念して特別キャンペーンを実施中です！



オーナー様の賃貸物件の「収益の最大化」をはかり、長期的に高稼働率を維持するための空室補償システムです。
当社がオーナー様に直接補償をします。管理契約とは別に空室補償の契約をすることで、最低稼動賃料を確保します。当社独自の空室補償システム

Ｎｏ. 物件住所 完成 世帯数 Ｎｏ. 物件住所 完成 世帯数 Ｎｏ. 物件住所 完成 世帯数 Ｎｏ. 物件住所 完成 世帯数

第１弾 いわき市平北白土 ２００５年３月 ６ 第１１弾 いわき市平字作町 ２００７年１１月 １２ 第２１弾 いわき市内郷高坂町 ２０１２年９月 ６ 第３１弾 いわき市四倉町東３丁目 ２０１５年１０月 ８

第２弾 いわき市常磐藤原町 ２００５年９月 ８ 第１２弾 いわき市平字胡摩沢 ２００８年６月 １０ 第２２弾 いわき市平谷川瀬１丁目 ２０１３年３月 ２２ 第３２弾 いわき市中岡町３丁目 ２０１５年１２月 ４

第３弾 いわき市内郷綴町 ２００５年１１月 ４ 第１３弾 いわき市四倉町６丁目 ２００８年１０月 ６ 第２３弾 いわき市小名浜 ２０１３年６月 ６ 第３３弾 いわき市小名浜 ２０１６年８月 ８

第４弾 いわき市東田町金子平 ２００５年１２月 ８ 第１４弾 いわき市平下荒川 ２００９年２月 ５ 第２４弾 いわき市平六町目 ２０１３年８月 ８ 第３４弾 いわき市四倉町東３丁目 ２０１６年１０月 ８

第５弾 いわき市小名浜下神白 ２００６年４月 ６ 第１５弾 いわき市中央台高久 ２００９年１２月 １２ 第２５弾 いわき市錦町鷺内 ２０１３年１０月 ４ 第３５弾 いわき市小名浜字元分 ２０１６年１２月 １４

第６弾 いわき市平下荒川 ２００６年３月 ６ 第１６弾 いわき市常磐関船町 ２００９年１１月 １２ 第２６弾 いわき市好間町下好間 ２０１４年７月 １０ 第３６弾 いわき市小名浜字芳浜 ２０１６年１２月 ６

第７弾 いわき市鹿島町久保 ２００６年４月 ４ 第１７弾 いわき市平谷川瀬１丁目 ２０１０年２月 １０ 第２７弾 いわき市平中神谷 ２０１４年９月 ２７ 第３７弾 いわき市四倉町東１丁目 ２０１７年３月 ６

第８弾 いわき市小名浜相子島 ２００６年１２月 ４ 第１８弾 いわき市中岡町３丁目 ２０１１年３月 １４ 第２８弾 いわき市内郷御厩町 ２０１５年４月 ８ 第３８弾 いわき市小島町３丁目 ２０１７年９月 １２

第９弾 いわき市平下平窪 ２００７年３月 １６ 第１９弾 いわき市郷ケ丘３丁目 ２０１２年４月 ８ 第２９弾 いわき市錦町中迎 ２０１５年６月 ８ 第３９弾 いわき市小島町３丁目 ２０１８年１月 ８

第１０弾 茨城県牛久市上柏田 ２００７年５月 ６ 第２０弾 いわき市平字掻槌小路 ２０１２年７月 ８ 第３０弾 いわき市小名浜大原 ２０１５年７月 ８ 第４０弾 いわき市内郷御厩町 ２０１８年４月 ８

おかげさまで満室御礼が続いております!!　空室補償付での高品質低価格を実現しました!!

ＪＩＯシステムは、厳重なる設計図の審査を始めとして、基礎配筋の本数他、完成までの度重なる検査により、絶対に手抜き工事が出来ないシステムとなっています。
第三者機関（ＪＩＯ）抜きで建築するなど、当社としてはとても考えられません。当社はあくまで品質の良い商品を、より低価格でさらに将来の安心を添えてお届けします。

万一の不同沈下等による建
物損害について保証します。

建物引渡日より１０年間の品
質保証を行います。

安心保証
地盤保証

長期10年間

日本住宅保証検査機構 安心保証システム ＪⅠＯ・ジオ 詳細については www.jio-kensa.co.jpをご覧下さい。

ＪＩＯシステムでは検査の申請があった住宅に対して現場検証を実施します。検査は登録ビルダーの確かな施工及び自主的な
品質検査を前提として、建築基準法、公的機関が定める設計施工基準をクリアしているかどうかを専門の検査員が検査するものです。

第三者機関、日本住宅保証検査機構(ＪⅠＯ･ジオ)が検査評価を通して
住まいづくりを保証します。

国土交通大臣
指定評価機関

日本住宅保証検査機構

検査
JIO

安心の住まい
ＪＩＯシステム

(株)LIXILグループ、損害保険ジャパン日本興亜(株)、東京海上日動火災保険(株)、三井住友海上火災保険(株)などの企業が出資しています。

面接時に交通費
5,000円支給

奨学金制度あり

◇第７５回賃貸住宅セミナーのご案内◇

◆日時：平成３０年１０月１８日（木）１４：００～１６：３０
◆会場：いわき市平字田町１２０番地 ＬＡＴＯＶ６階 会議室１ ◆定員：８０名
◆費用：会員/無料  ◆予約：０２４６-２６-０３０３ 担当：関場淳介

１０ 18木

求人情報 ノルマ無し ! 未経験者も大歓迎！ （離職率の低い） 明るい職場で楽しく働けます !　年間休日１２６日 （県平均１１０日）、
有給取得率約５８.３％ （県平均５１.４％）、 月間平均残業時間８.６６時間 （県平均１１.０４時間） しっかり働いてしっかり休もう !

職種①②③④⑤ ▶普通免許。未経験者歓迎。
　　⑥⑦             パソコン入力程度できる方。

【資格】

職種①②③④⑤ ▶社会保険完備。賞与年２回。産前産後休暇。
                         社員旅行 ( 海外含む年 2 回）。
職種①②③④⑤⑥    ▶有給休暇・慶弔休暇。
職種①②③④⑤⑥⑦ ▶交通費支給。

【待遇】

【時間】
職種①②③④⑤ ▶９:００～１８:００【休日】週休２日制
職種⑥⑦⑧⑨　 ▶勤務日数及び勤務時間他、委細応談

①
固定給

万円23売買営業 回2年 支給済み年 万円1,971 10名

④
固定給

万円23賃貸管理
アドバイザー 回2年 支給済み年 万円843 5 名

②
固定給

万円18売買営業
補助スタッフ 回2年 20名新設職種の為支給実績なし。

給与 賞与 過去の年間支給実績職種 採用人数

データ入力。 物件写真撮影。 その他事務。
勤務曜日や時間は相談に応じます。

時給

円1,000学生アルバイト ５ 名⑦

⑨

1 枚目

円6
チラシ配布
スタッフ

２枚目

円２
例＞１回２枚ずつ各１,０００枚を月に２回撒いた場合

１枚目６円＋２枚目２円＝８円 ×１,０００枚
＝８,０００円 ×２回＝１６,０００円 30名

※特定の地域は 5.5 円

看板営業 万円⑧
時給

円2,000 支給済み年 251ー 10名※時間は１時間からでもＯＫ

⑥
勤務曜日や時間は相談に応じます。
週４日２０時間程度の事務業務です。

時給

円1,000一般事務 （扶養範囲）

調査員 （扶養範囲） 20名

⑤
ルーム

アドバイザー 回2年 支給済み年 万円857 2 名
時給

円1,000

③
固定給

万円23建築営業 回2年 支給済み年 万円1,759 2 名

支給します。

正社員採用時
支度金として

10万
円

賃貸住宅の最新設備ランキングからみる

入居者が望む
リフォーム需要とは
入居者が望む
リフォーム需要とは

主催 ：いわき賃貸住宅経営者協会

趣味はスポーツジム通いと図書館での読書。金融、不動産売買・賃貸の仲介、
資産管理など豊富な業務経験を活かして、オーナー様の賃貸経営を支えます。
現在、不動産業界はサブリース問題が新聞・テレビ等に取り上げられ、不安に感じている家主様もいらっしゃると思います。
そこでお勧めなのが弊社の「ハッピーマンション」です。地方の実情に合わせたローコスト仕様であり、県内売上高３年連続Nｏ.１
を誇る客付け力と空室補償制度で空室対策にも対応。他社に真似の出来ない高利回りを実現致します。お客様の立場に立
った経営で地域と供に３４年目を迎え、より一層地域の発展とお客様の資産の最大化を図る所存でございます。緑川（みどりかわ）

コンサルティング事業部 係長

担当者
紹介

■宅地建物取引士
■賃貸不動産経営管理士
■２級ファイナンシャル・プランニング技能士
■空き家管理士

ＮＨＫの「クローズアップ現代」放映で衝撃の大反響!!（Ｈ２７.５.１１放映）

破綻家主増加中
アパート建築が止まらない ～人口減少社会でなぜ～

まず番組では、現在全国的にアパート建築が増加していて、今後もますます増え続け、２０１３年に２,２８１万戸の総貸家数が、２０年後の２０３３年には何と２,８５７万戸と、
約６００万戸弱も増えるとの予測値をグラフで放映していました。確かに昔のように３世代同居という家族体系から現在はどんどん核家族化して、親との同居はますます少な
くなり、その分住居の数は増え続けています。つまり、全体の人口は減っているのに世帯数は増え続けている訳です。特に多くの老人が住んでいる過疎地では今後ますます
空家が増え続け、社会問題になっています。その為、平成２７年５月に空家対策特別措置法が完全施行されました。その反面若い人は仕事を求めて都会に移り住む為、
アパートがどんどん建築されている訳です。しかし、その中にあって破綻する家主様が増加してきているのは何故なのでしょうか。紙面では番組の内容をすべてお伝えできま
せんが、一部ご紹介させていただくとすれば、１億円で契約した家主様は営業員より「一括借上賃料は３０年間下がらない。」と言われ、さらには「一部上場会社なので、その
辺の不動産屋と一緒にしないで下さい。」と言われ、信用して契約したとの事。契約時の言葉とは裏腹に１０年目に大幅な値下げを余儀なくされ、家賃収入では借金返済を
まかないきれずついには破綻してしまう訳です。この悲劇は、まだ始まったばかりです。平成３０年７月２６日の朝日新聞の３日連続の特集記事（※詳細は当社ホームページ
参照）の通り、現在、全国的に社会問題化しています。上記の一部上場会社と違って、当社は「その辺の不動産屋」の一社かも知れませんが、少なくとも当社は経営理念の
通り「常に感謝の気持ちを忘れず、利他の心を持ち続け、世の為人の為に誠実に行動する。」方針で３年連続福島県内売上高No.1になるまでに成長させていただきました。
現在、ハッピーマンションのすべてが１００％の入居率に近い高入居率となっています。理由は、当社が賃貸仲介実績地域No.1であることはもちろん、空室が出たら連絡を欲
しいと言われる程、ハッピーマンションが入居希望のお客様に支持されているからに他なりません。アパート経営は１つの立派な事業であり、自己責任の元に成り立つものです。
すべて人まかせで儲かる商売等この世に存在しません。アパート経営は入居者様があって初めて成り立ちます。一部上場企業よりも何よりも重要な事は、地元で特に客付
力に優れ、入居・管理をいかに信頼できるかで業者を選び、建築や相続、税などを含む総合的なコンサルティングをまかせることが出来るかどうかが成功の鍵と信じていま
す。今後は相続税法の改正にともなうアパート建築もますます増加していくことが予想されます。間違っても破綻する事の無い様、前記のクローズアップ現代のすべての内
容を理解し、心に刻んでいただければと、心より家主様の幸せを願っています。最後に当社が、何故このような高品質の商品を安く提供できるのか疑問に思われる方もいら
っしゃるかと思います。当社の本業はアパートの入居者募集と管理及び売買仲介がメインです。あくまで本業へのプラス効果を目的としているので、建設業からの利益追求
は特にこだわっておりません。建設業からの利益が見込めなくても、無借金経営で県内売上高３年連続Ｎｏ．１の充分な経営基盤を築いてこれたからこそ、これらの高品質
低価格賃貸マンションの供給が可能になったと言っても過言ではないかと存じます。まずは、他社で建築予定の場合は、必ず当社への相見積をお勧めします。

代表取締役会長 吉田 弘志
平成３０年８月吉日追記 番組の詳細については、下記までお気軽にお問い合わせください。

０２４６-２６-０３０３ 担当電話 緑川コンサルティング
事業部 係長

【基本仕様】 外装：ガルバニウム鋼板/カラーＴＶドアフォン/デジタルドアロック/洗髪シャワー洗面台/エアコン/ＴＶアンテナ（ＢＳ受信可）/クリナップシステムキッチン（吊戸棚付）/照明器具/クローゼット収納/３点給湯（追焚保温機能付）
/下駄箱/洗濯パン/温水洗浄便座/電気設備/電話ジャック/ＬＰＧ/ユニットバス/給排水設備/浴室暖房乾燥機/換気扇及びフード/カーテンレール/ベランダ/室内物干しユニット/入居者無料の光インターネット

絶対に他社には負けない自信と、競合他社によっては　　　　　  でも、必ずやその金額以下で提供させて頂きます。利益ゼロ


