不動産オーナー様との通信誌

オリバー通信 １１月
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オリバーは街に笑顔をゾウさんします
オリバー通信ウェブ
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新体制のもと１年の飛躍を目指して
オリバーグループ 第４１期経営計画発表会
経営計画発表会は、新事業年度が始まる１０
月に全社員が一堂に集い方針を共有する社内
イベントです。
第１部は、各部門より今期の事業計画が発表・
共有されると共に、経営方針と業績目標が発
表されました。
第２部は、４０期の様々な表彰と、内定式が
執り行われました。お陰様で４名の新卒内定
者を迎えることができました。力強い決意表
明に温かな拍手が送られました。
第３部は、小川会長、小川社長の講演による
新体制発表会も開催し、４０年の振り返りと
ビジョンの共有が行われました。
オリバーグループは新体制のもと今期も全社
一丸となって挑戦し続けて参ります。

【経営目標】

第４１期経営方針
「挑戦」

Ⅰ. 目標達成

個人目標を必達させ、働くことの本源である「人
として成長する」。

（

働くとは夢や希望の向上や実現を目指すもの。その為に
は仕事の計画やプロセスを完遂し目標を達成させ、人とし
て成長することです。

）

Ⅱ. 生産性向上

人を増やさず業務改善を徹底し、５ヵ年ビジョ
ンを達成する。

（

生産性向上へと既存のやり方や考え方を見直し、ＤＸを
活用して改善の目標を掲げ、
制度を刷新する。

）

Ⅲ.ＤＸ企業に変革

ＤＸで飛躍を図る。

（

お客様との繋がりを発展させ、営業・業務プロセスの可
視化、業務に役立つ情報の蓄積にＩＴを活用し、コンサル
ティングを提供する企業を目指す。

）

第４１期経営計画発表会のご紹介
https://oliver-owners.jp/topics

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

不動産コンサルタント 賃貸不動産経営管理士

薄井

［町田市］

関口

［相模原市］

オンライン相談

ご自宅からスマート
フォン等でご相談い
ただけます。

オリバー通信
人気設備ランキング２０２２

繁忙期（１月〜３月）に向けた入居者ニーズ動向
人気設備にも新たな動き

第２位

オートロック

全国賃貸住宅新聞の人気設備ランキングが発

コロナ禍で在宅時間が

表されました。全国３５５社の管理会社が相

伸びたことにより、訪

場より高くても決まる設備を挙げて集計され

問営業等が来ることを

た毎年恒例のランキングです。

避けられる等の理由で
男女問わずニーズが高くなったとみられます。

第１位

インターネット無料

テレワーク、オン

第３位

ライン授業、動画

一般的に通信速度１Ｇｂｐｓ以上を高速イン

視聴等、暮らしに

ターネットと称しています。Ｙｏｕｔｕｂｅ

欠かせないお部屋

等ネットによる動画視聴が普及し、待ち時間

のインターネット

なく視聴する為にニーズが伸びています。１

回線は必須となっ

０年前のネット環境のままでは通信速度不足

ており、無料で入居後すぐに利用できる点が

で申込みが見送られることもあり、オリバー

大きなアドバンテージとなっています。

でも切り替えのご提案を進めております。

高速インターネット

繁忙期の事前対策に役立つ「空室改善対策プラン」
動画をまじえて分かりやすく解説
最新の入居者ニーズや、その対策と効果の分かり
やすい解説をホームページで公開中です。豊富な
実例をもとに順次プランを追加しております。特
に動画解説は市場動向もお話ししており、お役に
立てると思います。
空室改善対策プランのサイトはこちら！
https://oliver-owners.jp/vacancymeasures

公開中の「宅配ボックス」解説動画

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
Ｈ様のアパート経営

オーナー様体験談

「管理をお任せしてとても楽をしています」
不動産は魅力ある投資先
以前ある会社を経営していて、休みなく働い
ていました。お金を使う暇もないほどで、ア
パートを購入するきっかけになりました。投
資に興味がありましたが、株式は忙しくて相
場を見ていられません。その点賃貸経営は時

賃貸仲介アドバイザー 長島 大輔

間的な余裕があり魅力ある投資先でした。そ

管理を委託されたのはオリバーが初めてとの

れでアパート４棟と戸建てを購入しました。

ことで、オーナー様のお手間を減らすことが

その会社は事業譲渡して、今度はすこしのん

できて嬉しく思います。空室が長期化しない

びりと仕事ができると思い新たに賃貸業の法

ことを第一に、入居者様の初期費用を軽減す

人を立ち上げました。オリバーさんとは２０

るオリバーゼロプランや防犯でニ

２０年にオリバーさんが管理する物件を購入

ーズの高い室内物干しなどのご提

したところからのお付き合いです。管理はそ

案を採用していただき、これらが

のままお任せすることにしたのですが、とて

満室の維持に効果を発揮しており

も楽をさせてもらっています。

ます。ありがとうございます。

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

Ｍ様の投資用マンションご売却

お客様体験談

「物件購入・賃貸運営・売却といい経験に」
終活として投資物件を売却
マンション１室をオリバーさんで売却しても
らいました。長く所有して愛着のある物件で
したが、ご入居者が退去されたのを機に売却
を依頼しました。終活の一環です。建物は、
社員寮として建てられた後、ワンルームオー

売買アドバイザー 栗原 圭汰

ナー向けに売りに出されたと記憶していま

マンションの管理組合長も担われて大変なこ

す。購入してほどなくバブルが崩壊し、不動

と等、様々な経験談をいただきました。ご購

産価格が大きく下がりました。物件自体には

入時期の関係でご苦労も多かったと思います

満足していましたが、売ることもできず返済

が、賃貸経営に携わったことにご満足いただ

には苦労しました。それでも、いいご入居者

けたことは何よりでした。ご売却

さんを紹介してもらい長く借りていただけま

の物件は、駅徒歩圏で賃料も手頃

した。とても大事にして住まわれて、部屋が

であることから長期入居が期待で

きれいなままでした。物件購入、賃貸運営、

きる為経営上の強みになり、この

売却、そしてオリバーさんとのお付き合いと、

点の評価が高くスムーズなご売却

とてもいい経験ができました。

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/

オリバー通信
空室改善レポート「古い印象の改善に絞った対策で退去前にご成約」
対策の結果

５,０００円アップ（７５,０００円から８０,０００円に向上）
・入居者募集期間 退去前にご成約

・募集賃料

Before

After

和室は表替え等原状回復費用も高い

木目調の天井をクロスに張替えて明るい印象に

押し入れのクローゼット化で使い勝手向上

駅と公園に近いファミ
リー物件と言う利点を
活かす為に、見栄えと
設備の古さを払拭する
ことに集中して対策し

淵野辺北口店
内田 兼史
ました。

畳を明るい色味のフローリングに

オリバー 不動産経営管理士

物件の課題と解決
課題
解決
課題
解決

築年数に抵抗感があるお客様が増えている
和室を洋室化して内見での古いイメージを払拭
エレベーターがないことで競合に負けるケースがある
ファミリー物件の人気設備ウォシュレット・ＬＥＤ照明・
ＴＶモニターフォン・室内物干しを追加し競争力をアップ

井口 真

退去時のリフォーム内容は、事前に計画してお
く事が重要です。空室期間が長引くとキャッシ
ュフローが悪化し、グレードアップの余力がな
くなり物件の商品力が下がり、と悪循環に陥る
為です。実績から効果のあったリフォーム内容
を事前に厳選し、入居者ニーズとコストパフォ
ーマンスを両立するリフォームと設備追加で退
去前の成約に繋がりました。

参考になるケースが見つかる空室改善レポート集
https://oliver-owners.jp/case/39

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
（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
地域に親しまれ喜ばれる土地活用 をご提供します
② 未利用地を駐車場にして有効活用

防犯・快適性に優れた屋内トランクルーム

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。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、立地やご要望
に合わせて収益を最大化するご提案を行ってお
ります。今回はコンテナ収納隣の未利用地につ
いて、近隣に大学キャンパスや大学施設がある
エリアであったため、コインパーキングで活用す
るご提案をさせていただきました。
【総合駐車場相談窓口】 ０４２-５６２-０３６５

① 店舗･事務所から屋内トランクルームに

未利用地を合計９台のコインパーキングに

オリバーグループでは、既存の建物のフロアま
たは１棟をお借りしてトランクルームにして活用
するプランをご用意しております。パーティショ
ンで区切り空調換気・セキュリティ・室内照明
を備えたハイグレードな収納スペースで、ご自宅
のクローゼット代わりに、会社の備品庫代わり
にと、大切なものを保管するのに安心な地域の
皆様への人気サービスです。
【土地活用相談窓口】 ０４２-７５６-２２６６

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/

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１０８拠点 ４,８１７室 稼働中！

３０坪〜５００坪 募集中
【お問い合わせ】 042-756-2266

複合型駐車場

加藤 土地活用プランナー 吉田 一級建築士 土地活用プランナー 清水

【ご相談・お問い合せ担当】

今野

樋川

大山

管理員（巡回点検・清掃、事務・反響対応）

042-562-0365

用地募集

parking365@oliverg.jp

飯室 糸井 梶野 依田 大谷 名取 山口 山下 玉井

お陰様で１４２拠点 １,１７０車室 稼働中！

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

遊休地・月極駐車場等の有効活用に。

パーキング３６５

浅原

［相模原市］ 佐藤 ［相模原市］ 伏井 後藤 ［群馬県］［海老名市］［相模原市］［相模原市］［千葉県］
［町田市］
［大阪府］［宮城県］

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 042-707-9626

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

内田

黒見

臼杵

［相模原市］［三浦郡］［山梨県］［山口県］［相模原市］［川崎市］［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。

【最悪のコスト】とは
最大で最悪のコストは「お客様を失う事」
再発防止は真因追求の徹底です。
ある企業の会長を務めた方の逸話です。飛行
機で移動中「あなたの会社は世界的に有名だ
から宣伝は不要ではないですか」と言われた
時、会長は窓の外を指差し「あのプロペラと
同じで止めたら墜落してしまいます」。企業
はいつの時代も商品やサービスの販売促進や
企業自身のアピールに多種多様な広告・宣伝
活動を行っています。オリバーも、アパマン
ショップへの加盟や対応エリアが重複する程
の超・高密度な多店舗展開、インターネット
戦略や各地に展開するキャラクター「住む象
くん」戦略等ありとあらゆる取り組み（コス
ト）と全社的な人的労力（間接コスト）によ

オリバーグループ
会長 小川 秀男

り年間１ .５万組以上のお客様にご来店いただ
いております。この１ .５万組のお客様に対し
て期待にお応えする良質なサービスを提供し
て初めて信頼へと繋がります。一方それが出
来なかった時、お客様から「この会社は期待
に応えてくれない会社」と言うレッテルを貼
られ、再来への希望が一気に遠退き、ネット
を通じて口コミで広がります。これは企業の
存続そのものに関わってくる最大で且つマイ
ナスを超越する最悪のコストとなるものです。
お客様を失う事の重大性を全社的に認識し合
って初めてお客様から評価いただけるもので
あり、社会的信頼へと繋がるものです。
（３６項目周期で掲載）

バースデイカード１０月
１等 商品券３万円分（１名様）
22100268

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）
22100124・22100231・22100784

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）

22100091・22100180・22100250・22100569
22100613・22100786・22100826・22100946

０４２-７５５-５６５５

有効期限２０２３.１

空室が埋まらない

笑

家賃が下がる

管理会社が遠隔地で無理

清掃が不徹底

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

受託総数
（管理･専任･一般）
２５,０００室

地域に類のない９店舗の集中営業

時代は

修繕も建設も

地域に類の無い

オリバー賃貸管理部

京王
相模

線

橋本店

（構想）橋本２号店

多摩市

線
央 新幹
リニア中 年開業予定）
７
２
０
（２
伸
延 定）
線
摩 頃予
多
急 ０年
田
小 ２０３ 淵野辺北口店
（

ＪＲ相模原店

伸
ル延
レー ）
モノ 予定
都 市 年頃
多摩 ０３２
（２

浜
ＪＲ横

原線

総合体制で管理

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

町田市
古淵店

５

（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

相模原市

ガレージ

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

相
Ｒ
Ｊ
模
線

東

小田急相模原店

（構想）
長津田
１号店

４,８４２室

原線
急小
田

後方支援 ２

５ ＩＴ推進センター

総合体制②

線

４ 株式会社オリバー建設

オリバー

島
ノ

座間市

江

小田

１

大和市
急

建物保守

１ ３ 株式会社オリバービルコム

線

田

賃貸管理
株式会社オリバー

都市

小

２

園
急田

レンタル
収納

中央林間店

急行

賃貸仲介
株式会社オリバー３６５

総合体制①

１

ご入居者に

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
賃貸保証

２ ８ 株式会社オリバーインシュア
土地活用

緊急時８５台のオリバーカーが急行

９店舗で集中営業

オーナー様の 収益最大化 と リスクヘッジ が業務です

９ 株式会社パーキング３６５

ご相談お待ちしております

042-786-1616

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。

私達が対応します

社内見学も歓迎です

