「中古物件を探す」→「リノベする」をスムーズに！

不動産会社

設計会社

32000件※もの物件情報から
住まい探しをサポート
自社で不動産事業を行っているため、32000件※もの物件
から、あなたにぴったりの住まいを紹介してくれる。何件
も不動産会社を回る必要もなく、快適な住まい探しが可能！

千葉ショールームで
イメージを膨らませよう
キッチン・バス・洗面化粧台など水回りの設備を、モデル
ルームに設置しているのでリノベ後の生活をイメージしや
すいと好評。リノベ前→後を部屋ごとにわけて見比べられ
るコーナーも！

ワンストップ

お子様連れでも安心な
キッズルームも

ナチュラルテイストの
ショールーム

ネクストリノベーション

施主

がすべてをとりまとめ！

リノベ前の設備と
見比べることも可能

工

事

融

工務店

銀

資
行

登記関連

モデルルームで
リノベ後の雰囲気を体感

資金相談もＯＫ

司法書士

ファイナンシャルプランナーの有資格者が、
無料で購入資金の相談にのってくれる！

同社では施主の予算と希望を親身にヒアリングし、リノベを含めた完成形をイメージしながら中古物件を探してくれる。また、物件購入とリ
ノベの総コストを把握しやすく、資金計画やローンの相談まで対応してくれる点も見逃せない。まずは気軽に相談してみよう

千葉ショールームに
出掛けてみよう！
同社が展開している千葉ショールー
ムは、豊富な物件情報コーナーはもち
ろん、リノベのモデルルームも用意。
また、毎週土日開催の個別相談会（予
約制）などのイベントも定期的に実施。
まずは気軽に問い合わせてみよう。
【住所】千葉県千葉市中央区中央１丁目
11-1 千葉中央ツインビル１F（三井ガー
デンホテル内）
【TEL】043-202-3377

港区赤坂に
新店舗が誕生！

ベテランから若手、女性スタッフたちが
施主の幅広いニーズに対応してくれる
千葉駅

モノレール千葉駅

14
京成
千葉駅

京成千葉線

三井住友銀行
NTT
三越
そごう

16

キッチンや浴室などの水まわり設備の使
い勝手も確認できる（千葉ショールーム）

東京電力

京成千葉
中央駅

総武本線
栄町駅

同社の新しい店舗が 9 月 1 日に港区
赤坂にオープンした。左コラムの千葉
ショールームと同様、毎週土日は個別
相談会を開催しているので、東京都に
お住まいの方はこちらの店舗へ出掛け
てみよう（予約制）
。
【住所】東京都港
区赤坂 3-5-5 ストロング赤坂ビル 4 階
【TEL】03-6277-6079

オープンな間取りにより、家事や子育てがしやすい、一番長く家にいるママが暮らしやすい住まいを追求。フルオープンできるサッシを採用し、
外とのつながりも意識。同社は新築で培ったノウハウもリノベに活かしている（写真は新築施工実例。下の3点は千葉ショールーム）

東千葉駅

ネクストリノベーション

プラン作成

物件紹介数、累計２０００件の実績
中古購入 リ
+ノベを徹底サポート！

住まいの紹介

自動出力／ツメ

千葉神社
中央
公園

現地
（ホテル内）

パルコ 三井ガーデン
ホテル千葉

N

JR千葉駅に近い三井ガーデンホテル内に
あるので、買い物ついでの立ち寄りもOK

中古購入＋リノベで何から始めていいの
かわからない方は、ぜひ訪ねてみよう

ベッドと学習デスクを一体化し、限られたス
ペースを有効活用（千葉ショールーム）

対面キッチンなど、家族のコミュニケーショ 収納も充実し、主婦に嬉しいキッチンを提案。 お子様が元気に走り回れる開放的なLDK。飾
ンに配慮したプランにも注目を
仕様や使い勝手も実際に確認してみよう
り棚など、きめ細かな要望にも対応してくれる

※2015年7月時点

不動産事業で培った知識と経験で

「中古マンション専門店」 として、 多く

の施主の心を魅了しているネクストリノベ

ーション。累計２０００件※もの物件紹介

実績を誇り、自社で豊富な不動産情報を取

り揃えているため、物件探しに不動産会社

をまわる必要もなく、物件購入からリノベ

（リノベーション） までワンストップで対

応できる点が施主からも好評。また物件の

購入前にプランまで検討でき、「物件探し」

と「リノベ」の両方を熟知したプロのスタ

ッフが完成までスムーズに導いてくれる。

３万件以上の物件情報やリノベ

実例が確認できるショールームへ

ノンブル表示

同社では３２０００件※もの物件情報

免責コメント配置

や、実際にリノベのビフォー・アフターを

自動出力／個社ハガキ

体感できるモデルルームが併設された千葉

自動出力／連動ノンブル

□プラン提案力
□デザイン力
中古マンションの購入
□大規模・トータルリフォーム
からリノベまでワンス
トップのサービスを展
□小規模・部分リフォーム
開しているネクストリ
カタログ紹介ツール配置
□マンションリフォーム
ノベーション。中古マ
□耐震補強・断熱
ンションの買い方のガ
イドブックやサービス
□二世帯リフォーム
内容がよくわかるリー
□バリアフリー
フレットなどを、お送
□オール電化
りいたします。
□自然素材・エコ
● 施工対応エリア
□定価制商品
東京・千葉・神奈川
□オーダーメード家具
※詳しくは問い合わせを
□インテリア・設計等の有資格者
□中古物件購入時からの相談
配置なし
● 保証・アフター
□ショールーム
完成後に保証書を発行。万が一の不具合にも迅速
□セミナー＆現場見学会
に対応している
□自社で施工
□アフターサービス

ショールームを用意。ここへ行けば、物件

自動出力／資料請求番号

● 会社の特長・得意分野

探し～リノベまですべての相談が一か所で

電話番号ツール配置
0037-6191-4559

※IP電話など、
一部お繋ぎ出来ない電話もございます
（携帯電話は可）

● 会社概要
《営業時間》10：00～20：00（年中無休※年末年
始除く）
《設立》2010年11月
《資本金》6000万円《従業員数》85名（2015年7
月現在）
《担当・施工体制》分譲住宅、注文住宅事
業で培った技術とノウハウを活かして対応《有資
格者》一級建築士、インテリアコーディネーター、
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、
住宅ローンアドバイザー他《建設業許可番号》千
葉県知事許可（般-23）第47238号
《宅建業許可番号》国土交通大臣（1）第8575号

可能だ。 また、 港区赤坂に新店舗もオー

問い合わせ先

この会社をもっと知りたい方へ

プン。どちらも毎週土日に個別相談会を開

ネクストワンインターナショナル（株）
《住所》東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル
4階（赤坂店）
《TEL》03-6277-6079
《URL》http://www.next1.co.jp/

催（予約制）。気軽に足を運んでみよう。

ネクストリノベーション

「物件探し＆リノベ」を快適に

もっと詳しく知るにはこちら

この会社の魅力

物件紹介
不動産事業の実績から
スムーズな物件探し

リフォーム
物件探しとリノベを相談
できるショールーム

リフォーム
魅力キャッチ
週末は個別相談会を開催
赤坂店も新規オープン！

ノンブル表示

中古を買ってリフォームした

実 例レ ポート

Before

Nさんのお住まい

分電盤を移動して、大容量の靴収納を設置。 経年の老朽化が進み、カビや汚れも目立って 部分的にタイル柄のアクセントクロスを取り
床にはマットな質感のタイルを採用
いた。住む前にリフォームが必要な状態だった 入れ、表情豊かなリビングを演出

築19年／千葉県

中古マンションを購入し、リフォ

ー ム を 実 施 し た Ｎ さ ん ご 家 族 。「 同

社の千葉ショールームを訪ねてみた

ところ、希望通りの中古物件に巡り

合い、そのままリフォームまでワン

ストップでサポートしてくれる点に

1

惹かれ、 依頼を決意しました」。 そ

人。 部屋撤去し、広々とし

3

んなＮさんご家族は、男の子のお子

様が

たリビングを創出し、キッチンも家

事をしながらお子様の様子がわかる

ように対面タイプに変更。収納力も

アップさせ、家族が使いやすく、の

びのび暮らすことができる住まいを

目 指 し て い る 。「 シ ョ ー ル ー ム で は

キッチンといった住宅設備の比較検

討もでき、理想通りの使いやすい住

□プラン提案力
□デザイン力
□大規模・トータルリフォーム
□小規模・部分リフォーム
□マンションリフォーム
□耐震補強・断熱
□二世帯リフォーム
□バリアフリー
□オール電化
□自然素材・エコ
□定価制商品
□オーダーメード家具
□インテリア・設計等の有資格者
□中古物件購入時からの相談
□ショールーム
□セミナー＆現場見学会
□自社で施工
□アフターサービス

まいが完成しました」とＮさん。

● リフォーム会社の特長・得意分野

マンション

不要な間仕切りを撤去し、広々としたLDKに。3人のお子様が男の子なので、スタイリッシュで
カッコイイ内装を追求。
「広く見えるように提案してくれたダウンライトも気に入っています」

ネクストリノベーション

マンション
リビングに隣接するモダンな和室。
「耐久性の
高い縁なし畳を提案してくれました」とNさん

リフォーム前提で中古物件を購入
圧迫感があり、老朽化も進んでいた

Before
全体的に暗い印象の内装デザイン。細かく仕
切られていたため、圧迫感もあった

前

一戸建て

リフォーム

後

物件探し+リフォームまで大満足
家族がのびのび暮らせる住まいに

一戸建て

リフォーム

《家族構成》
夫婦＋子ども3人
《工期》
1.5ヶ月
《リフォーム面積》
106.32㎡（32.1坪）
《物件面積》
106.32㎡
（32.1坪）
《工法・構造》
鉄筋コンクリート

●リフォーム費用
内訳

860万円

仮設解体工事

80万円

内装工事

270万円

建具工事

120万円

設備工事

260万円

床暖房工事

40万円

電気工事

50万円

その他工事

40万円

もっと詳しく知るにはこちら

ネクストリノベーション
ネクストワンインターナショナル（株）
《住所》東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル
4階（赤坂店）
《TEL》03-6277-6079
《URL》http://www.next1.co.jp/

問い合わせ先
電話番号ツール配置

※ピンクの地色が完全に隠れるように
0037-6191-4559
配置してください

※IP電話など、
一部お繋ぎ出来ない電話もございます
（携帯電話は可）

自動出力／資料請求番号
自動出力／連動ノンブル
自動出力／個社ハガキ

免責コメント配置
ノンブル表示

この会社の実例をもっと見たい方へ

● 会社概要

《営業時間》10：00～20：00（年中無休）※年末
年始除く
中古マンションの購入
《設立》2010年11月
からリフォームまでワ
《資本金》6000万円
ンストップのサービス
カタログ紹介ツール配置
《従業員数》85名（2015年7月現在）
を展開しているネクス
※ピンクの地色が完全に隠れる
ように
《担当・施工体制》新築分譲・注文住宅事業で培っ
トリノベーション。中
配置してくだ
さい
た技術とノウハウを活かして対応
古マンションの買い方
《有資格者》一級建築士、インテリアコーディネー
のガイドブックやサー
ター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプラン
ビス内容がよくわかる
ナー、住宅ローンアドバイザー他
リーフレットなどを、
《支店・営業所》千葉ショールーム、赤坂店
お送りいたします。
《建設業許可番号》
千葉県知事許可（般-23）第47238号
《戸建て・マンション実績比》
戸建て10％・マンション90％
《施工件数》100件（2014年度）
《保険》
（株）ハウスジーメンによる瑕疵担保責任
保険
配置なし
《提携ローン》あり
《交通》千葉ショールーム：JR総武線「千葉」駅
より徒歩約7分／赤坂店：東京メトロ千代田線「赤
坂」駅、東京メトロ丸の内線「赤坂見附」駅、東
京メトロ銀座線「溜池山王」駅より徒歩約５分

《宅建業免許番号》
国土交通大臣（1）第8575号

● 施工対応エリア

東京・千葉・神奈川
※詳しくは問い合わせを

● 保証・アフター
完成後に保証書を発行。万が一の不具合にも迅速
に対応している

● 施工金額比率 （14年度）
100～300万円 400～500万円
8% 8% 9%
～100万円 300～400万円

40%

35%
500万円以上

ノンブル表示

