
趣味：ゴルフ・フットサル
ネットや広告に未掲載の
不動産情報をたくさんお
探しします！

趣味：バイク・カラオケ

満足のいく不動産取引の
為に一生懸命働きます！

趣味：柔道（３段）
完成後の生活を想像しながら
より良い家創りのお手伝いを
させていただきます！

趣味：読書（サスペンス）
どの世代のお客様にも喜んで
いただける住まいをご提案
します！

趣味：読書・探検
お客様にピッタリの住環境
をご提案します！

趣味：ゲーム・映画鑑賞
お客様の気持ちに寄り添い
丁寧な対応を心がけます！

趣味：愛犬とお散歩
ご来店されたお客様を
笑顔で迎えます！

代表取締役社長

そんな悩みのお助けマン

流通アドバイザー 流通アドバイザー

企画施工コーディネーター 企画施工コーディネーター インテリアコーディネーター

賃貸コーディネーター 賃貸コーディネーター

趣味：猫　・氣志團
お客様の為、ネクストの為
頭をフル回転させていきます！

３代目ＪＳＢ♡

趣味：猫　・映画鑑賞
これまでの経験を活かして
お客様のニーズに応えてい
きます！

村田 泉

趣味：ゴルフ・旅行
土地・建物の全分野に精通
したゼネラリストを目指し
ています！

総務部賃貸部

建築部

不動産部不動産部

忍者屋敷かのような
　　　　　　　天井点検口

きたる消費税増税！賢く対策

Vol.1

家づくりのための土地や
建売住宅中古住宅探し、
更にはあなたの所有の土地
や建物の「売りたい !」
をお手伝いします。

注文住宅はもちろん、リフォーム
リノベーションもお任せ。
住宅だけでなく、店舗もご相談
ください。

あなたの「借りたい」不動産を探します！！
葵区上足洗

〒420-0046　静岡市葵区吉野町４番９号 2階  
TEL 054-275-1700 http://next-fudousan.co.jp

株式会社　ネクストねくすと

じぇねまが ねくすと学
きたる消費税増税！賢く対策

ーこれからお家を建てよう・購入しようと考えている方ー

注文住宅に限り 2019 年３月 31 日までにご契約すると、消費税増税後のお引き渡しでも８％でキープ！

消費税 10％で購入された方へは、優遇制度アリ！

( 住宅ローンを組んで購入された方が、ローン残高によって所得税等の軽減を受けられる制度）

( 収入が一定以下の方を対象に、住宅を新築及び購入された方が給付金をもらえる制度 )

所得税
８％

425 万円以下
425 万円超 475 万円以下
475 万円超 510 万円以下

30 万円
20 万円
10 万円のとき

平成 31 年 9 月 30 日までに入居した方

所得税
10％

450 万円以下
450 万円超 525 万円以下
525 万円超 600 万円以下
600 万円超 675 万円以下
675 万円超 775 万円以下

50 万円
40 万円
30 万円
20 万円
10 万円になると

平成 31 年 10 月 1 日～平成 33 年 12 月 31 日に入居した方

※上記の収入は目安であり、実際は源泉徴収票にある
　都道府県民税の所得割額を判断材料としますので、
　収入が 510 万円 (8% 時 )、775 万円 (10% 時 ) 以上の方も
　源泉徴収票をご確認いただくことをオススメします。

●住まい給付金

●住宅ローン減税
平成 33 年 12 月 31 日までに入居した方

一般住宅
長期優良住宅

年度末のローン残高の 1.0％を所得税から控除

10 万円

40 万円 / 年上限
50 万円 / 年上限

10 年間減税

平成 31 年 10 月１日～
　平成 32 年 12 月 31 日までに入居した方

13 年間減税

得情報①

得情報②

次世代住宅ポイント（旧住宅エコポイント）の復活！！得情報③

【環境】、【安全・安心】、【健康長寿・高齢者対応】、【子育て支援、働き方改革】を意識した住宅の新築又はリフォームを対象として、消費税率 10％で
その住宅を契約そして引渡を受けた方は新築最大 35 万ポイント・リフォーム最大 30 万ポイントがもらえ、指定される様々な商品等と交換できる。

・平成 31 年４月～平成 32 年３月に請負契約・着工をしたもの

・平成 30 年 12 月 21 日～平成 32 年３月に請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの
・平成 30 年 12 月 20 日までに完成済みの新築住宅で、平成 30 年 12 月 21 日～平成 31 年 12 月 20 日に売買契約を締結したもの

平成 31 年
10 月以降
の引渡し

注文住宅・リフォーム

分譲住宅・建売住宅

※ポイントをもらえる住宅となるための仕様にはさまざまな条件があります。詳しくは次号をご覧ください。

ネクストの新築住宅の標準仕様は

35 万ポイント対象 (H31.1.1 現在 )ち・な・み・に

通常より
3 年長い！

今まで収入が多くて
もらえなかった方も
対象に含まれる！！

相談無料！
まずはお気軽に下記へ
お問い合わせください

2019 年もネクストをよろしくお願いいたします

村田　亮久長澤　悟史

築地　亮拓 小代田　聖恵

後藤　和美 石野　真理子 福島　菜央子　 横江　夕妃江

安池　聡美

建築部

賃貸部
▼

ネクスト全体を優しく時に厳しくサポートする、母的存在。

総務部
▼

川村　悟史

ーこれからお家を建てよう・購入しようと考えている方ー

こだわりを、
更にこだわってもらえました！

「こんな雰囲気にしたい！」
というざっくりとした注文も、
「こーしたい！」という細かいこだわりも
現場監督や職人さん達が案を出し合って
カタチにしてくれて、そこから更に職人
さんのこだわりの技が加わり、細かな所
まで丁寧な仕事をしてくれました。
毎日夫婦で「この家のどこが好き？♪」
を言い合っています。

お施主様からの言葉

お引き渡ししました！お引き渡ししました！

忍者屋敷かのような
　　　　　　　天井点検口

株式会社ネクストです。

この度、皆様にもっとネクストを知ってもらいたいと思い刊行誌を発行すること

にしました。これから紙面を通して私たちの取り組み、お得な情報等を発信しな

がらＯＢ様、そして未来のお客様との出会いを大切にできればと思っております。

まずは記念すべき第１号として、ネクストの紹介から始めさせていただきます。

ネクストの新しい仲間である【ケアしずおか】では、最新の情報に精通した施設紹介
を専門とする相談員が、高齢者の方の希望に沿った最適な施設探しの相談・サポート
をいたします。多数ある老人ホーム・介護施設の中からご自身に合った場所を探すの
はとても大変…。私達はそんな悩みに対して、ご予算や諸条件をよく話し合った上で
最適な施設をご紹介し見学からご入居までのお手伝いをさせていただいております。

ネクストの新しい仲間である【ケアしずおか】では、最新の情報に精通した施設紹介
を専門とする相談員が、高齢者の方の希望に沿った最適な施設探しの相談・サポート
をいたします。多数ある老人ホーム・介護施設の中からご自身に合った場所を探すの
はとても大変…。私達はそんな悩みに対して、ご予算や諸条件をよく話し合った上で
最適な施設をご紹介し見学からご入居までのお手伝いをさせていただいております。


