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〈店舗案内図〉

小田急のリフォーム ＆ 不動産仲介 新宿店は、
家を買いたい・売りたい・建てたい・リフォームしたいなど、
住まいに関して何でも相談できる店舗です！

通常価格より

10%OFF

工事金額300万円（税別）以上で
モニター募集

2月4日●OPEN!土

お住まいの様々なお悩みをワンストップで解決致します！

〈 対　象 〉
木造戸建て住宅におけるリフォームで総額300万円（税別）以上の工事
〈適用条件〉
①平成29年3月末までに対象の請負契約を締結いただける方
②Before/ Afterの写真撮影と各種広告媒体への掲載をご承諾いただける方
③平成29年6月末までに工事が完了すること   
④工事期間中に現場見学会を2日以上開催できること
⑤工事完了後に完成現場見学会を2日以上開催できること  
⑥施工現場が当社事業エリアであること
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中古を買ってリフォームセミナー

2/10金

耐震リフォームセミナー

リフォーム
したい

家を
建てたい

不動産を
有効活用したい

家を
買いたい

家を
売りたい

理想の住まいを手に入れる！！

大地震がきても我が家は大丈夫？

「中古×リフォーム」で自分色の住まいをカタチに。物件選びからの
流れや注意点、費用について実例を踏まえて詳しく解説します。お
すすめの中古物件資料もお配りします。

地震についての基礎知識と、安心できる住まいづくりのポイントを
具体的にお伝えします。ご自宅の間取り図をお持ちいただきますと、
セミナー後により詳しいアドバイスをさせていただきます。

13：30～15：00

13：30～15：00

セミナーのご案内

セミナー予約窓口　　0120-396-189

事前
予約制 無 料

3名様

限定数

募集概要

2週連続
開催！！

オープン
記念
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小田急ハルク に1F

小田急のリフォーム & 不動産仲介 新宿店

新 宿 店 0120-091-709
国土交通大臣免許（13）第1168号・（一社）不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員・（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目5番1号 小田急新宿西口駅前ビル102号(小田急ハルク1階)
TEL：03-3343-4851 FAX：03-3348-5701

新 宿 店 0120-396-189
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目5番1号 小田急新宿西口駅前ビル102号(小田急ハルク1階)
TEL：03-6365-6148 FAX：03-6365-6149
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お得に
。

お住まいのお悩みをワンストップで解決させていただきます！！
不動産の売買も、リフォームも、建て替えも

おすすめ
物件情報

この他にも多数ございます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産の｢セカンドオピニオン（第2の意見）｣は
小田急不動産にお任せください

第2の意見としてもご用命下さい。ご連絡お待ちしております。 どこの業者に頼んだらいいのかお悩みの方も、信頼の小田急で不安解消！

～耐震プラス制震で、さらに安心・安全な住宅に～
平成12年以前に建てられた家は、現行の耐震基準に適合していない場合があります。小田急ハウジ
ングでは、耐震診断の結果に応じて補強計画をご提案。計画に基づき耐震補強を行い、さらに必要に
応じて、制震金物を設置。耐震性能をさらにアップさせ、安心・安全な住まいづくりをご提案します。

揺れに
耐える

プラス耐震
揺れを
吸収する

制震

不動産のご購入・ご売却・相続・有効活用なら
小田急不動産 新宿店へお任せください。

住宅設備の交換から間取り変更・大規模リフォームまで、
リフォームに関することなら

何でも小田急ハウジングへご相談ください。

小田急の仲介 検索

売る人にも買う人にも安心を
“小田急の仲介 ”サポートサービス

小田急ハウジングの耐震工事

永く住み続けるためには定期的なチェックとメンテ
ナンスが不可欠です。小田急ハウジングでは「屋根・
外壁・シロアリ」に関して、住まいの無料診断を行っ
ております。お住まいの今の状態を無料で調べてみ
ませんか。検査後、報告書とともに最適なメンテナ
ンスプランをご提案します。

小田急の無料3点診断実施中！

■ 媒介契約を結んでいるが、長期間売却に至っていない。

■ 適正価格や相場が分からない。

■ 買取りを勧められるが、本当に良いのだろうか？ 等々

建物検査＆既存住宅瑕疵保証

国土交通省の認可を受けた第三者
機関が建物の状態を検査します。

住宅設備機器保証

引渡し後、万一設備機器が故障
しても、無償で保証されます。

水廻りクリーニング

プロのクリーニングでキッチン、バス、
トイレ、洗面台の印象をアップさせます。

境界確認・仮測量

土地の状況を事前に把握し、
土地に関するトラブルを回避します。（戸建・          マンション）

（戸建）

（土地）

※詳細は、当新宿店にお問い合わせいただくか、弊社ホームページをご確認ください。

接合部金物補強 制震ダンパー取付

外壁 屋根 白アリ

お宅は大丈夫
ですか？

無料3点
診断の流れ お問い合せ

step.1
点検・診断
step.2

診断結果ご説明
step.3

報告書・お見積り
step.4

建物外観

■交通／小田急線「鶴川」駅徒歩5分■専有／60.05㎡（約
18.16坪）■バルコニー／6.32㎡（約1.91坪）■構造／鉄骨鉄筋
コンクリート造8階建7階部分■間取／2LDK■築年月／昭和55
年5月築■管理／日勤管理■管理費／6，850円/月■修繕積立
金／10，750円/月■現況／空室■引渡／即可■所在／川崎市
麻生区岡上■取引態様／専任媒介

●広告制作中万一売却済みの場合はご容赦下さい。●〈媒介〉物件成約の際には所定の仲介手数料（消費税等相当額を含む金額）を申し受けます。●現況と図面等が相違する場合は現況を優先させていただきます。●徒歩所要時間は、道路距離を「1分＝80ｍ」
で換算したものです。●略号凡例／WIC…ウォークインクローゼット●坪表示は1㎡＝0.3025坪で換算した約表示です。●陽当り・眺望については平成29年1月現在のものであり、将来にわたって保証するものではありません。※概要は平成29年1月30日現在
のものです。●広告有効期限／平成29年3月1日

　小田急不動産・新宿店の歴史は古く、開店以来50
年以上にわたって多くのお客様よりご愛顧いただいて
おり、ここに改めて厚く御礼申し上げます。新宿店の強
みは、相続問題や借地権、資産運用など、不動産会社
としての経験値が求められる事案や、都内23区をはじ
め、都内市部、神奈川・埼玉県等まで広域の物件をお
取扱できることです。不動産のプロとしてお客様のあら
ゆるニーズにお応し続けたいという理念が、建物の耐
震性、リフォーム、リノベーションなど、小田急ハウジング
と一体となった今般の新たなサービスのご提供へと繋
がっています。不動産に関しお困りのことがござました
ら、是非お気軽にご相談ください。営業員一同、皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

　小田急ハウジングは日頃より沢山のお客様にご愛顧
をいただき、おかげさまで本年１２月に創立４５周年を迎
えます。あらためて厚く御礼申しあげます。新宿店は小
田急不動産と一体となり、ご希望の中古住宅をお探し
するとともに、これからの暮らしを快適におすごしいただ
けるような住空間へのリフォーム・リノベーションのご提
案や、間取り変更・大規模リフォーム・住宅設備の交換
など、リフォームのことなら何でもお気軽にご相談いただ
けます。リフォームの豊富な実績をもとに、お客様のご要
望を形にする確かな提案をさせていただくため、経験
豊富な営業員が丁寧にご対応・ヒアリングさせていた
だきますので、ぜひお気軽にご来店ください。営業員一
同皆様のご来店を心よりお待ちしております。

リフォーム履歴：　
■平成29年1月
　室内クリーニング実施予定
■平成19年3月
〇天井・壁クロス・
　フローリング張替
〇キッチン・洗面化粧台交換
〇トイレ交換■7階部分のため

　陽当り・眺望・通風良好　

小田急線「鶴川」駅徒歩5分

小田急不動産
新宿店長　梅津　敏也

鶴川ハイツマンション

建物外観
■交通／東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅徒歩8分、都営新宿
線「曙橋」駅徒歩9分、都営大江戸線「若松河田」駅徒歩12分■専
有／80.63㎡（約24.39坪）■バルコニー／15.55㎡（約4.70坪）
■構造／鉄筋コンクリート造地下2階付地上32階建4階部分■
間取／2LDK+2WIC■築年月／平成14年9月築■管理／日勤
管理■管理費／20，500円/月■修繕積立金／12，310円/月■
インターネット常時接続料／1，680円/月■現況／空室■引渡
／即可■所在／新宿区富久町■取引態様／媒介

■3路線3駅利用可
■南東向き住戸
■近鉄不動産旧分譲
■24時間有人管理、
　コンシェルジュサービス
■二重床・二重天井
■各洋室にWIC付
■浴室乾燥機付

東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅徒歩8分

マンション万円1,650 万円6,790

今なら、リフォーム費用最大6％OFF！
さらに、補助金も最大65万円！

購入もリフォームも小田急へ

※本値引きについては小田急不動産の仲介で購入し、小田急ハウジングでリフォームされる方が3月末
日までに完工、引き渡しを受ける場合が対象となります。※他のキャンペーン値引き・特典との併用はでき
ません。※補助金については「住宅ストック循環支援事業」の良質な既存住宅購入に該当し、本事業の適
用条件を満たす必要があります。

小田急ハウジング
新宿店長　枝久保　勇人

小田急の仲介

建物外観

■交通／西武多摩湖線「一橋学園」駅徒歩11分■専有／75.22
㎡（約22.75坪）■バルコニー／16.20㎡（約4.90坪）■サービ
スバルコニー／1.72㎡（約0.52坪）■構造／鉄筋コンクリート
造6階建6階部分■間取／3LDK+ファミリークローク■築年月
／平成24年1月築■管理／日勤管理■管理費／15,400円/月
■修繕積立金／7,500円/月■インターネット基本料／648円/
月■TV再送信基本料／324円/月■現況／居住中■引渡／相
談■所在／小平市喜平町2丁目■取引態様／専任媒介

■西武多摩湖線
　「一橋学園」駅
　徒歩11分
■平成24年築
■総戸数328戸の
　大規模マンション
■最上階・南向きにつき、
　陽当り・通風・眺望良好

西武多摩湖線「一橋学園」駅徒歩11分

グリーンコート
レジデンス

ローレルコート
新宿タワーマンション 万円3,580

先着200名様に先着200名様に
小田急の仲介でキャンペーン期間内に
不動産のご売却・ご購入いただいた方
小田急の仲介でキャンペーン期間内に
不動産のご売却・ご購入いただいた方

詳しくは詳しくは

もれなくプレゼント!もれなくプレゼント!

キャンペーン期間延長！ご好評につき

2017年3月12日●まで日

追加でどちらも

新 宿 店 0120-396-189
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目5番1号 小田急新宿西口駅前ビル102号(小田急ハルク1階)
TEL：03-6365-6148 FAX：03-6365-6149

新 宿 店 0120-091-709
国土交通大臣免許（13）第1168号・（一社）不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員・（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目5番1号 小田急新宿西口駅前ビル102号(小田急ハルク1階)
TEL：03-3343-4851 FAX：03-3348-5701


