
中古を買ってリフォームしよう

※参加費の表記がないセミナー・イベントは無料です。※予約制のセミナー・イベントにつきましては、満席になり次第受付を締切らせていただきます。

のついたイベントは…

小田急住まいのプラザのイベントに参加される方に、
小田急ポイント100ポイントをプレゼント！（お一組様につき100ポイント限り）
※イベント来場時に「小田急ポイントカード」をご持参の方に限ります。
　あらかじめご承知おきください。

「小田急住まいのプラザ」は小田急不動産・小田急ハウジング
の総合型店舗です。家を「売りたい」「買いたい」「建てたい」
「リフォームしたい」「貸したい」「借りたい」にワンストップで
お応えできるので、安心・スムーズ・便利。家のこと、暮らしのこと、
「小田急住まいのプラザ」がまるごとサポートします。
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あつぎ

6/15●土
10:30-12:00

住まいの何でも相談所

新ゆり

5/11●土
13:30-15:00

世田谷

6/15●土
13:30-15:00

神奈川  市況編 東京  市況編

営業マンが教える住まい売却のコツ講座

理想の住まいを
賢く手に入れる

売却の際の注意点や賢くスムーズに売却する方法
など、営業マンが伝授します。
第1部：マンション市況から今後の展望
第2部：不動産売買の流れ、売却成功のコツ

えびな

6/23●日
13:30-15:00

弁護士が教える、
借地権者様向けセミナー借地権を上手に売却する方法

理想の住まいを手に入れる方法
の一つ“中古×リフォーム”。
物件選びからの流れや注意点を
解説します。具体的な事例を見
て気になる費用についてもおさ
えましょう！いま人気の「リノベー
ション」施工例もご紹介します。

築古住宅＆空家お悩み解決個別相談会

①10:30-11:30
②13:30-14:30
③15:30-16:30

あつぎ

7/20●土
新ゆり

5/24●金
10:30-12:00

長らく住まい続けている自宅や相続などで発
生した空家。管理やメンテナンスも負担…。
これらのお悩みについてどうしたらよいか、物
件特性や所有状況に応じた対応策を一緒に考
えましょう！

【小田急ポイントサービス】
OP
カード

セミナー・イベントGUIDEセミナー・イベントGUIDE

とは？ 各セミナー・イベントは予約制となります
お電話または

右記QRコードから
ご予約ください

東栄税理士法人
税理士 岡本 勲氏

講
師

ドライフラワー&
プリザーブドフラワーあいむ つのだ あいこ氏

講
師

りすシステム代表

杉山 歩氏
講
師

住宅ジャーナリスト

山本 久美子氏
講
師

住まいの売り時・買い時【東京市況編】/【神奈川市況編】

マンションリノベーションセミナー
こだわり派のあなたへ、リノベで叶える暮らし

生前契約って何? 最後の安心セミナー
シニア向け分譲マンション「ダイヤモンドライフ森の里ヒルズ」タイアップイベント

プリザ ーブドフラ
ワーで、そのまま飾れ
るミニブーケを作り
ます。お花の見せ方
やラッピング方法も
お伝えします。
講
師

Wa & Style
フラワーインテリア

あつぎ

湘　南

新ゆり

世田谷

えびな

ファイナンシャルプランナー個別相談会

◆家計管理や収支を見直したい！
◆子供の教育費とのバランスは？
◆老後の生活設計を立てるには？

◆住宅購入の予算を立てたい！
◆無理のないローン返済計画
◆リフォームに使えるローンは？

お電話でのお申込みに限らせていただきます。

将来のマネープランを、お金のプロである
ファイナンシャルプランナーと
ともに作成しましょう！

毎月第1・第3●土

第1部：住宅ジャーナリストから、マンション・戸建ての売り時・買い時を不動産
　　　 市況をもとに解説します。売却査定とは？仲介会社の選び方とは？
第2部：営業担当から不動産売却・買い替えの流れ、
　　　 売却前に準備すること・注意すべきポイントをお伝えします。

あつぎ

7/6●土
13:30-15:00

えびな

7/13●土
13:30-15:00

新ゆり※

4/26●金
世田谷

5/7●火
10:30-12:00

プリザーブドフラワーでミニブーケを作ろう
母の日のプレゼントに！

相続物件の売却の際、知っていたら得
する情報や注意点、スムーズに進める
ポイントを不動産の相続に精通してい
る税理士が解説します。
第1部：相続不動産売却の際の税務的なポイント
第2部：相続不動産の売却の流れ、成功のポイント

新ゆり

6/15●土
10:30-12:00

いつも人気のフラワーアレン
ジメント教室!今回は「ハーバ
リウム」を作製します。大きい
ものと小さめサイズの2本セッ
トを作製。お色も4パターンか
らお選びいただけます♪

ハーバリウムを作ろう！

空家を貸す？売る？
どちらが良いか悩んでいる方へ

小野寺 鐘子氏講
師

スマイルストレージ
整理収納アドバイザー

小田急不動産 スタッフ講
師

小田急不動産 スタッフ講
師

政岡 史郎氏
講
師

エータ法律事務所
（東京弁護士会）弁護士

キッチンが中心のリビング、ペットの居場所になる広々玄関、お酒を楽しむ
スペース、趣味のプライベート空間…。事例をお見せしながら解説します。
どこまで工事できるの？費用は？マンションリフォーム・リノベーションで気
になるQ&Aもお伝えします。

あつぎ

5/6●
13:00-14:00

月・祝

あつぎ

10:30-12:00
5/25●土

※セミナー1時間
　質疑応答30分

あつぎ

10:30-12:00
5/26●日えびな

13:30-15:00
5/19●日

世田谷

13:30-15:00
6/2●日

85歳以上の2人に1人が認知症を患う時代。人生100年
時代を豊かで健康に過ごすために、認知症に関する基
礎知識から経済的な備えについて解説します。
予防のためのプログラム「コグニサイズ」についてもご
紹介！！

「入院が必要だけれど付き添いや保証人がいない」 「万が一自分が死んだ
らどうなる?」日々の暮らしの中で、1人では解決が難しいことがたくさんあ
ります。そんな不安を解消する「生前契約」に
ついて、わかりやすくお伝えします。

神奈川県中央区における実例をもとに、
『空家を貸す・売る』について、
それぞれのメリット・デメリットを
分かりやすく解説いたします。

借地権は様々な制約があり、曖昧な部分が多い
権利です。売却の方法など借地法の正確な知識
が重要です。借地権の相続を控えている、住み
替えを検討している、更新料が負担だ、とお考え
の方はご相談ください。

弁護士による不動産法律無料相談会 秘密厳守 秘密厳守税理士による不動産税務無料相談会

※セミナー後、ご希望の方は個別相談可能（お一組様約30分間）

※シニア向けマンションご案内会も同時開催！ご希望の方はご予約時にお知らせください。

※物件探しからの方はお申し込み時にお伝えください！売買担当もお手伝いします。

相続・遺言・境界・借地など、不動産の法律に関するさまざまなご相談・疑問・
質問に弁護士がお答えします。ご家族間の財産整理などもご相談承ります。

お電話でのお申込みに限らせていただきます。 お一組様45分間とさせて頂きます。

政岡 史郎氏エータ法律事務所
弁護士

政岡 史郎氏エータ法律事務所
弁護士

土屋 文男氏土屋綜合法律事務所
弁護士

新ゆり 6/23●日 10:00-18:00

世田谷 7/7●日 10:00-18:00

えびな 7/21●日 10:00-18:00

不動産に精通している税理士が相続税や贈与税など、不動産の税
務に関するさまざまなご相談・疑問・質問にお答えします。

個別相談につき具体的なご
相談をこの機会に。

お電話でのお申込みに限らせていただきます。お一組様45分間とさせて頂きます。

笹山 智之氏笹山会計事務所 
税理士

新ゆり 6/23●10:00-18:00日

世田谷 6/8●10:00-18:00土

えびな 7/7●日 10:00-18:00

ご所有不動産の査定も承ります。

知っておきたい認知症の基本とお金の備え

OP
カード

OP
カード

地権者様必見!こんな思いに答えます。
◆空地・空家になり困っている
◆親からの承継資産なので売りたくない
◆固定資産税の穴埋めをしたい
◆駐車場管理が大変

初期費用を抑えた土地活用セミナー

人が集まる!
ご縁がつながる! HAPPYな住まいお片付けのコツ

セミナー後、ご希望の方は個別相談可能（お一組様30分間）
おすすめ中古物件
資料もお渡しします

セミナー当日査定ご依頼の方にQUOカード（500円分）プレゼント

2,000円参加費 2,000円参加費

ホームパーティーやお茶会が気
軽にできるリビング・ダイニング
をつくりませんか？
第1部：お片付けの基礎
～すばやく人を呼ぶ準備ができ
る住まいづくり～
第2部：簡単にできる！センスアップのコツ＆リフォーム事例

セミナー後、ご希望の方は個別相談可能（お一組様50分間）

第一生命保険株式会社講
師ファイナンシャルプランナー

講
師
小田急不動産・
小田急ハウジング スタッフ

講
師
小田急不動産
ソリューション事業部 スタッフ

講
師
小田急不動産・
小田急ハウジング スタッフ

※開催場所：新ゆりプラザのみ
　CAFÉ&SPACE L.D.K.（栗平駅徒歩1分）での
　開催。ご予約は新ゆりプラザまで。

サイズ：幅 約15cm
高さ 約25cm

①10:30-12:00
②13:30-15:00

あつぎ

6/1●土
①10:30-12:00
②13:30-15:00

住宅ジャーナリストが解説します！小田急まなたび共催

相続不動産売却成功のコツ講座
これは知っておいた方がいい！小田急まなたび共催

2019年 5-7月
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