
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！

窓からの眺めも最高 !!

快適なお風呂に大変身‼
今月のリフォーム紹介

玄関を入ったら大きく広がる LDK+ 和室の空間。
温かみのあるナラの床材とステンレスの TOYO KITCHEN、
洗練された大人のイメージは必見です。
ご案内は随時行っています。
お気軽にお問い合わせください。

お引渡ししました！

総務部賃貸部

建築部

不動産部不動産部

次世代住宅ポイント！賢く利用‼

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！！

葵区瀬名 3

次世代住宅ポイント！賢く利用‼
ーこれからお家を建てよう・購入しよう・リフォームしようと考えている方ー

今回は前回に引き続き、次世代住宅ポイント第二弾です。
この制度は、消費税率が 10％に引き上げられた後でも、住宅取得や住宅リフォームにメリットが出る支援策です。
ポイントは地域復興商品、防災関連商品等に交換できます。

対象期間

対象性能

・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

※本制度は平成 31 年度予算の成立が前提で内容については変更する場合があります。

相談無料！

まずはお気軽に下記へ
お問い合わせください

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・リフォーム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

お引渡ししました！　

忍者屋敷かのような
　　　　　　　天井点検口

2019 年、日本は超高齢化社会に突入しました。
総人口に対し 65 歳以上の方が占める割合が 28％です。
11 年後には 30％を超えると予想されています。
つまり、3人に 1人が 65 歳以上となるのです…。
私自身も親が 70 歳を迎え、そろそろ介護のことを考え
なければならない年齢となりました。
「介護の事は介護が必要となってから考えよう」では大変です！
知っておけば損はない、介護の知識や制度を伝えていきます。
　　　　　　　　　　　次回は「介護保険について」です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　㈱ケアしずおか　代表　奥田淳

Vol.2

【リフォーム】…上限 30 万ポイント

●窓・ドアの断熱改修
●外壁、屋根、天井又は床の断熱改修
●エコ住宅設備の設置
●耐震改修
●バリアフリー改修
●家事負担軽減に資する設備の設置
●リフォーム瑕疵保険へ加入
●建築士等第三者の検査実施
●若者・子育て世帯による既存住宅の購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事

ビルトイン食洗機、浴室乾燥機

掃除しやすいトイレ…etc

ネクストの新築住宅の標準仕様は
35 万ポイント対象

知っていて損はない介護のハナシ

お風呂のリフォーム

                            タイルのお風呂　　　ユニットへ！

壁や床がタイル貼り…寒い季節には足が遠のきがちなお風呂を快適な
ユニットバスへリフォーム。今回はタカラのエメロードを採用しました。
窓も二重のガラスにし、断熱性能があがりました。
ユニットにしたことで床や壁もお掃除しやすくなりました。

そして、新しく棚ができたことで、収納力も
アップしました。お施主様には今までより快適に
なったお風呂を実感して頂けたら嬉しいです。

before

after

くらし通信

ハッカ油は緊張や興奮を鎮めます。

緊張性頭痛や、乗り物酔い、抗菌作用、虫よけ効果があります。
そして、これからの季節、花粉症の方には嬉しい、
鼻詰まりにも効果があります。
はっか油に含まれるメンソール成分は、線毛の働きを活発にする
作用があり、のどや鼻がスッキリします。
この刺激で元気を失っていた線毛の働きが復活！
ウイルスなどを体の外に排出しやすくなるそうです。
気分もよくなり、予防になり一石二鳥 !!

★材料

ハッカ油：数滴

マスク：使用分

コットン：2枚

マスクケース

★作り方

1. コットン 1 枚にハッカ油を数滴つけます

2. ハッカ油を含ませたコットンが直接マスクに

　当たらないようにもう一枚のコットンを重ねる

3.マスクケースの隅にハッカ油の含ませていない

　方をマスク側にしていれます。

インフルエンザが猛威を振るっていますが、皆さん体調はいかがですか？
さて最近、ある会社が発表したデータが、需給バランスを顕著に表していました。
売りたい人が多いのに買う人が少ない…。普通に考えれば値段は下がります。
買う人を増やす為には労働問題と同様に外国人頼みにならざるを得ない気がします。
外国人居住者に対応出来るよう、不動産業界も多言語化していかなくては…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【注文住宅の新築】【新築分譲住宅の購入】…上限 35 万ポイント

　エコ住宅　　　　　断熱等級 4　
　　　　　　　　　　　または
　　　　　　　　　　一次エネ等級 4

　長持ち住宅　　　　劣化対策級 3
　　　　　　　　　　　　かつ
　　　　　　　　　　維持管理対策等級 2 等

　耐震住宅　　　　　耐震等級 2　
　　　　　　　　　　　または
　　　　　　　　　　免震建築物

　バリアフリー住宅　高齢者等配慮対策等級 3

耐震性のない住宅の建替
家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
上記に加え、より高い性能を有する住宅（長期優良住宅等）

      太陽熱利用システム、

節水型トイレ、節湯水栓…etc

花粉症

インフルエンザ

～マスクをもっと効果的に使う方法～

今月のリフォーム紹介

シンプルだけど
使いやすい造作洗面

アイアン手摺りの階段は
空間を圧迫しないデザイン

こだわりのペンダントライト スッキリとした玄関扉と、
表情豊かな木張の外壁が
玄関を演出します。

キッチンからダイニングへのムダのない動線は
忙しいいママの味方‼

こだわりをカタチにする。
ネクストは
日々頑張っています！

北安東モデルハウス公開中

無
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個性 × シン
プル

- 自分らしさをカタチにしたお家 -

出会いのキッカケは、ネクスト売主分譲地への問い合わせでした。
気になっている土地に、自分達の予算内で自分達の理想の間取りが
成り立つのか…そこから一緒に考えました。
日当りや周囲の視線を考えての二階リビング、すぐ裏に竹林がある
ことを利用した窓の配置など、間取りもデザインもシンプルながら、
自分達の暮らし方や環境を熟考した最高の出来上がりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        担当者からの言葉　　　　

見学会にご来場頂いた皆様、
ありがとうございました。

玄関を入ったら大きく広がる LDK+ 和室の空間。
高級キッチンの代名詞でもある TOYO KITCHEN と、温かみの
あるナラの床材。洗練された大人のイメージは必見です。
ご案内は随時行っています。
お気軽にお問い合わせください。

暮らしを快適にするリフォーム工事

随時受け付けています。お気軽にお問合せください。

内覧・リフォーム・ご相談は下記へお問い合わせください。
✉　next@next-fudousan.co.jp

TEL　（054）275-1700

ホームページ
開設しました。

https://careshizu.jimdofree.com/

〒420-0046　静岡市葵区吉野町 4 番 9 号ＮＥＸＴ．ＢＬＤ2 階
TEL　054-275-1700　http：//next-fudousan.co.jp

（H31.2.1 現在）

社長の
つぶやき…


