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オリバーは街に笑顔をゾウさんします
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高齢化時代の認知症対策
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オリバー通信

高齢化時代の認知症対策

ご家族が困らない賃貸経営の引き継ぎ方
相模原･町田 オリバー相続サポートセンター
相続対策を計画されるオーナー様は多く、オ

様ご自身で財産を管理する人と管理方法を

リバーの相続セミナーにも沢山のご参加をい

決めておきます。
② 委任契約 委任状を渡して様々な手続きを

ただき関心が高まっています。更に、近年で

代理してもらいます。

は認知症の問題も表面化しています。日本で
は８０歳で２０％以上の人が認知症を発症し、
発症数は４６０万人を超えています。認知症
はごく一般的に発症するものとなりました。

③ 法人設立 法人を設立し物件の所有権を移
して法人で管理できるようにします。
④ 生前贈与 ご子息様に所有権を移してご子
息様自身が管理できるようにします。

判断能力を失うとできなくなること
認知症で判断能力を失うと、一切の法律行為

⑤ 家族信託 オーナー様がご子息様に物件の
管理や処分を任せる仕組みです。

ができなくなります。また金融機関は預金を
凍結しなければなりません。これらは認知症

オリバーでは、 認知症対策でご家族が困ら

の方を守る為のものですが、ご家族にとって

ない環境を作り

は厳しい状況です。例えば認知症の父親が所

ご一緒に経営に取り組みノウハウを渡してい

有するアパートの屋根が破損した場合、事前

くことで、オーナー様が望まれる事業承継に

に対策しておかないと父の預金から費用を出

なると考えております。これらの対策はオー

して修繕を指示することが法律的にはできま

ナー様とご子息様が話合い、手を取り合うこ

せん。

とで実現できます。オリバーは管理会社の使

相続対策で財産を遺し更に

命として、この様なオーナー様向けに特化し
判断能力を失う前に実施すべき対策

た相続セミナー

そこでオーナー様のご家族が困らないように

や相続無料相談

する方法をご紹介します。ご家族に合ったも

会 な ど を 通 し て、

のを組み合わせ、認知症になる前に行う必要

賃貸経営の承継

があります。

をお手伝いいた

① 任意後見制度 認知症になる前にオーナー

します。

お陰様で断トツの募集力を増進中！

アパート・マンション

空室募集
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...
【ご相談・お問い合せ担当】

042-786-1616
contract@oliverg.jp

薄井

［町田市］

関口

［相模原市］

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。

空室改善レポート
https://oliver-owners.jp/case
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空室改善レポート「入居者ニーズに重点を置いたリフォームで即入居へ」
物件の課題と解決
部屋タイプ毎
の容量を活かした
整理しやすい
収納

課題 和室を含む２ＤＫの間取りは競合が多く賃料下げの懸念
解決 和室を洋室にしてワングレード上げて賃料をアップ
課題 一般的な住環境は備えるものの特長が薄い

解決 システム収納やランドリーラックの造作で差別化
課題 当り前になっている設備の導入が万全でない

解決 温水洗浄便座の新設とエアコンを増設、快適性をアップ

対策の結果
・募集賃料 ６５,０００円から７０,０００円に向上
・入居者募集期間 リフォーム中にご成約
・対策による想定増収 ７７０,０００円（今後１０年間の試算）

淵野辺北口店（宅建士） 内田 兼史
競合が多い物件は、少しでも入居者ニーズ
で差別化することが重要です。収納と快
適設備の強化でリフォーム中のご成約と
なり、収益拡大に繋がりました。

一級建築士

賃貸住宅は収納に不満をお持ちの入居者
が多く、使いやすい収納スペースの造作
は部屋タイプ毎にノウハウが必要ですが、
退去防止にもなる対策の一つです。

和室を洋室に
エアコンも増設
して各部屋を
快適に

収納･設備をグレードアップ

ランドリー
ラックを
造作

担当店舗

高貝 英雄

温水洗浄
便座も
新設

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
（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

オーナー様体験談
https://oliver-owners.jp/voice
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Ｓ様のコンテナ収納用地

オーナー様体験談

「手間いらずで全てお任せしています」
２件目のコンテナ収納を依頼
父母が亡くなり不動産をいくつか引き継ぎま
した。私は長く会社勤めで土地のことは親任
せだったので、きちんと管理できる活用方法
を考える必要がありました。アパート建設は
立地的に需要が少ないだろうと考えました。
そこでコンテナ収納による土地活用をされて

イントは、オーナー様の手間なく維持ができ、

いるオリバーさんに相談してみました。最初

安定した収入を生み続けるという特長で、不

のコンテナ収納は２年ほど前に設置してもら

動産経営が専業ではない方にとても良い仕組

い、明るくなって防犯にもなるとご近所さん

みです。土地やコンテナの継続的なメンテナ

にも喜んでもらいました。管理も全てお任せ

ンスは勿論、風景に溶け込む色使いや、安全

で、しっかり綺麗にしてくれているので２件

性を優先した全室平置き（１階）、

目もお願いしたところです。

照明・カメラによる防犯効果も見
込めることから、オーナー様が自

活用アドバイザー …加藤和幸 （ＦＰ技能士）
オリバーの収納サービスによる土地活用のポ

Ｓ様のマイホームのご売却

信を持って土地活用のご決断をい
ただける内容となっております。

お客様体験談

「売却も引越しも、満足しています」
親身に話を聞いてくれて信頼してお任せ
私は内装業を行っていますが７０歳を超え
て、そろそろ仕事も潮時と考えました。１０
年前に建てた家も老後の資金に、と売却を決
めていました。建てた業者に打診したのです
が対応が冷ややかで、オリバーさんを訪ねま
した。親身に話を聞いてくれて、信頼してお

明で、マイホームをお探しの方が様子を見る

任せしました。最初は問合せがなかったので

ようになり住宅需要は落ち込みました。しか

すが、物件の売却方法や条件などを提案して

し昨年後半からは働き方で在宅ワークを採用

くれて、それを取り入れると問合せが増えて

する企業が増えた関係で住宅への要望が変化

売却できました。引越し先も相談に乗ってく

し、都心の駅近マンションから住空間にゆと

れて希望通りの物件に入居でき、オリバーさ

りのある郊外の一戸建てに注目が

んに頼んで良かったと満足しています。

集まるようになりました。こうし
た市場動向の変化が物件の特長と
合致して、情報発信の取り組みも

仲介アドバイザー …花輪 太一
コロナ禍が急拡大していた時は先行きが不透

奏功しご成約に繋がりました。

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

不動産活用
https://oliver-owners.jp/
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オーナー様の収益を最大化する活用方法があります

② 複合型駐車場のご提案で収益最大化

１フロアから建物丸ごとまでトランクルームで活用

駐車場の利用者ニーズは車庫利用から短時間利
用、日時を指定しての利用等多岐にわたります。
パーキング３６５では、立地や広さに応じて月極
駐車場駐車場や一時利用駐車場などの形態を
ご提案することでオーナー様の収益最大化を図
っています。いずれの形態も、インターネットで
契約までできる最新のシステムが好評で安定し
た土地活用になっています。
【総合駐車場相談窓口】 ０４２-５６２-０３６５

〔南町田トランクルーム〕

① 建物の１フロアをトランクルームに
オリバーの不動産活用方法として、建物の１フロ

月極駐車場と一時利用駐車場を組み合わせて収益最大化

アをお借りして専用間仕切りを施工し収納スペー

ネット月極駐車場

スとして貸し出すサービスです。施工から集客、
契約･維持管理まで、全てオリバーにお任せい

コインパーキング

ただき、オーナー様のお手間はありません。防
犯設備や快適設備が充実したハイグレードな収
納サービスであり、安定した活用方法として普
及が拡大しています。
【土地活用相談窓口】 ０４２-７５６-２２６６

〔橋本台１丁目複合型駐車場〕

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

トランクルーム

大好評！ の トランクルーム・コンテナ は私達です

用地募集

土地活用窓口

トランクルーム運営

お陰様で１０７拠点 ４,７７４室 稼働中！

３０坪〜５００坪 募集中
【お問い合わせ】 042-756-2266

小川 加藤 佐藤 吉田 一級建築士 後藤 清水 浅原 今野 樋川 大山
［町田市］
［相模原市］
［町田市］
［相模原市］ 伏井 ［宮城県］
［群馬県］
［海老名市］
［相模原市］
［相模原市］
［千葉県］
［大阪府］

巡回点検・清掃、事務・反響対応

複合型駐車場

【ご相談・お問い合せ担当】

042-562-0365

用地募集

parking365@oliverg.jp

飯室 糸井 梶野 依田 大谷 岩本 名取 山口 山下

お陰様で１３９拠点 １,１２８車室 稼働中！

［山梨県］
［相模原市］
［八王子市］
［長野県］
［青森県］
［相模原市］
［横浜市］
［川口市］
［伊勢原市］

遊休地・月極駐車場等の有効活用に。

パーキング３６５

山下

髙山

平賀

［入間市］
［東村山市］
［町田市］

不動産活用は私たちに
お任せください！

str@oliverg.jp
※［ ］内は出身地です

オーナーズクラブきずな会イベント情報
https://oliver-owners.jp/event
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お取引のないオーナー様も大歓迎！「賃貸経営セミナー」
賃貸経営の最新情報を専門家が解説
最新の賃貸市場動向と空室対策の解説を賃貸
経営にご活用ください。インボイス制度は今
後対応必須になる重要な税制の解説です。オ
ーナー様必見のセミナーと個別相談会です。
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」
講師：株式会社リクルート

会 場

石橋和也先生

ＪＲ横浜線「町田」駅中央改札口徒歩６分

第３部 「今から備えるインボイス制度」
講師：辻・本郷税理士法人

第４部
開 催

レンブラントホテル東京町田

参加費

西川晋介先生

無料

募集人数

５０組様限定（先着順）

お申込みはこちら

個別相談会

https://oliver-owners.jp/event/20220423

スマートフォンでアクセス

４月２３日（土）１３：００〜１７：００

※コロナ禍により変更の場合がございます。

大好評につき追加開催！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）
会場開催！ご希望者には個別相談も承ります
オーナー様の相続対策は、オーナー様ではない方とは
異なります。様々な誤解をといてお悩みを解消します。
第１回：オーナー様のための「相続対策基礎セミナー」

オーナー様の相続対策
講師：オリバー 相続コンサルタント 名児耶高広

開 催

お申込みはこちら

４月２４日（日）１３：００〜１５：００

パソコンからアクセス

参加費 無料

https://oliver-owners.jp/event/souzoku/17

スマートフォンでアクセス

会 場 町田パリオ（ＪＲ横浜線「町田」駅徒歩２分）

相続と資産の専門家チームが解決します
１つの窓口で相続の各専門家が対応

オリバーの相続支援コンサルタント

相続に関するあらゆる分野をサポート

不動産
鑑定士

相続支援の
専門家集団

弁護士

司法書士

ファイナンシャル
プランナー

税理士

土地家屋
調査士

宅地建物
取引士

不動産
コンサルタント

オリバーの相続支援チーム

相続相談（無料）を承ります
■相続支援コンサルタント

オリバー相続サポートセンター

板井

名児耶

小林

042-753-7111

オリバー通信
求めています 売却不動産

アパート マンション

土

地

不動産販売センター

戸建て

投資物件・マイホーム
不動産の売却はお任せください

無料査定･相談、秘密厳守
無料査定
ご相談は
こちら

同封はがき

042-755-1515

FAX 042-755-1323

検索

オリバー住まいネット

［ ］内は出身地です

オリバー通信同封ハガキを投函（切手不要）

電 話

「売却無料査定･相談」とお申し付け下さい

FAX

オリバー通信同封ハガキをそのまま送信

メールフォーム

ホームページからメールフォームで送信

不動産コンサルタント

早川

長岡

花輪

田中

栗原

黒見

臼杵

［相模原市］ ［三浦郡］ ［山梨県］ ［山口県］ ［相模原市］ ［相模原市］ ［相模原市］

最新イベント情報をチェック！
最新情報はオリバーのウェブサイトで
パソコンでアクセス

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

https://oliver-owners.jp/event

情報などをお届けするサービスもご用意してお

スマートフォンでアクセス

りますので、ぜひご活用ください。

オリバーの業務心得シリーズ
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。

【道路清掃】とは
小さなボランティア、継続で私達の心と
地域を磨き「街の価値を上げる」です。
オリバーは創業以来３９年間、毎朝社員が
道路清掃をしています。３９年前は信号で
停止した車から灰皿の中身を道路に捨てる
人も多く、それを清掃したことがきっかけ
となり、ゴミを捨てないと言う社員へのマ
ナ ー 教 育 の 一 環 と し て も 続 け て き ま し た。
継続する中で掃除中に地域の皆様よりねぎ
らいのお声をいただいたり、通りがかりの
方から清掃のお手伝いを申し出ていただく
こともありました。また相模原市長より２
度の表彰もいただきました。こうして私達
の小さな取り組みが地域に発信できている
こ と に 深 い 感 慨 を 覚 え ま す。振 り 返 る と、

バースデイカード３月
１等 商品券３万円分（１名様）
22030792

オリバーグループ
代表 小川 秀男

社 員 教 育 と し て の 意 味 合 い も 大 事 で す が、
それ以上に社員一人一人の取り組みが点か
ら面へと地域に広がり、綺麗な街づくりに
繋 が る こ と は 何 よ り 素 晴 ら し い こ と で す。
なぜなら綺麗になることは、ひいては「街
の価値」が上がり又、社員が清掃を通して
地域に関心を持ち、地域の一員として融合
できるからです。情熱を持って道路清掃に
取り組み継続することがオリバーの姿勢で
あり誇りであると全社員が捉える事が出来
た時自身と地域を磨き、街の価値を上げられ、
共に未来を築く企業文化へと定着できたら
と言う思いから心得としたものです。

ラッキーナンバー発表
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）
22030216・22030325・22030510

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。

３等 商品券５千円分（８名様）

22030015・22030069・22030207・22030245
22030403・22030441・22030506・22030627

０４２-７５５-５６５５

有効期限２０２２.６

空室が埋まらない

笑

家賃が下がる

建物が汚い

管理が不満

申告が面倒

オーナー様のＳＯＳはお任せください

す
ま

街
に

・・

・
ゾウさ
ん・
顔を
し

全国１３００店舗

１ 県下屈指の集客体制

３ ７０名のスペシャリスト管理員体制

お部屋探し来客数 年間１０,０００組以上

賃貸経営のリスクを軽減する総合管理

２ 空室対策で高稼働率９５％以上

４ 超･高密度な店舗体制

物件の収益を最大化するご提案

他に類のない４市への集中営業

これからは

修繕も建設も

地域に類の無い

オリバー賃貸管理部

総合体制で行う管理

橋本店

京王相模原線

［会社概要］
設立
１
１９８２年５月
９８２年５月
グループ資本金 ８,０００万円
８,０００万円
社員総数
２００名

ＪＲ横浜線

町田市

淵野辺北口店

（構想）橋本２号店

ＪＲ相模原店

５

古淵店

（構想）町田２号店

３
ＩＴ推進
センター 淵野辺 管理センター
南口店

ご入居者に
ガレージ

相模原市

６ サポートセンター
町田南口店

相模大野店

（構想）相模大野２号店

ＪＲ相模線

２

賃貸管理

（構想）
長津田
１号店

４,７００室
コンテナ
・
ビル収納

小田急相模原店
中央林間店

大和市

建物保守

小田急江ノ島線

座間市

４

小田急小田原線

サポート体制②

３

賃貸仲介

東急田園都市線

急行

サポート体制①

１

ご入居者に

オリバー

５ ＩＴ推進センター
オリバー

６ ＩＴ契約センター
オリバー

７ 一級建築士事務所
８

８５台のオリバーカーが対応

４市への集中営業

オーナー様の 収益最大化 と リスクヘッジ が業務です
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

９

土地活用
賃貸保証

ご相談お待ちしております

042-786-1616

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。

私達が対応します

社内見学も歓迎です

