お得な情報がもらえる!!プレゼントが当たる!!

メディカルクリニック

宅配ボックス販売

詳しくは

P34

クリニック・ラ・プレリー

株式会社チャレンジボックス

有価証券等の売買及びそれに付帯する事業

詳しくは

P38

大阪中之島デンタルクリニック

あなたの未来を託せる資産運用を。

当院では、
治療に際する苦痛、
不安、
恐怖を感じないですむよう
に、
歯科麻酔の技術を活用して、
安全で安心な本物の無痛歯科治
療を提供します。
明るい笑顔のもてなしと楽しい会話、
痛みや不安
のない歯科医療技術を提供し、
満足して感動してもらえる信頼し
ていただける医院を目指しています。
TsuNaGu8読者特典もござ
いますので、
お気軽にお問合せ下さい。
商号

未

等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局 長
（金商 ）第108号

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

◆口座開設、
お問合わせ、資料のご請求は、
お近くの大和証券 本・支店もしくは

大和証券
コンタクトセンター

0120-010101

・
・
・

平日 8：00〜19：00
土・日・祝日 9：00〜17：00

●取扱商品等に関するお問合わせは平日8：00〜18：00に受付けております。
●上記時間帯以外も6：00〜24：00は自動音声応答サービスをご利用いただけます。
●土・日・祝日および平日18：00〜19：00は、資料ならびに一部の手続き書類の請求を受付けて
おります。
●大和証券に口座をお持ちのお客さまは、
お取扱店番号（3桁）
・口座番号（6桁）
・暗証番号を
あらかじめご準備ください。

◆ダイワファンドラップの魅力について詳しくは、
インターネットで

ダイワファンドラップ

健康器具

P40

「ドラード つかえる岩盤浴」
は肩こり解消をはじめとして、腰痛
予防、
ヒザなどの関節痛の緩和、
お腹を温めての体温アップな
ど、
いろいろな用途を持つ家庭用岩盤浴です。
ヒートマットに
敷き詰められたセラミックから放出されるのは、人体に理想と
される4〜25μmの遠赤外線。
これが硬直した筋肉を優しく
ほぐしていきます。

ダイヤモンドウォッチ＆ジュエリーブランド

バックス＆ ストラウス

詳しくは

P2

1789年に創業された世界で最も歴史の古いダイヤモンドメ
ゾンであるバックス & ストラウス。卓越したカッティング技術
と完璧にこだわる情熱を持ち、
「ダイヤモンドを最も美しく見せ
るためのタイムピース」
をコンセプトに、最高級のダイヤモンド
を意味する“Masters of Diamonds”の名に違わぬクオリ
ティを追及しています。

和食・懐石料理

詳しくは

味𠮷兆 ぶんぶ庵

P52

詳しい請求方法はP84

賃貸マンションの管理受託、一括借り上げ

詳しくは

P10

阪急不動産株式会社

P67

仮想通貨

日本クリプトカレンシー協会

ローコスト・高品質の浴室リフォームを提供

詳しくは

P55

株式会社バスシステムデザイン研究所

今や世界中の富裕層が徐々にビットコインをはじめとした仮
想通貨に資産を移しています。
日本でもビットコインだけで1
日の取引量は600億円を超えると言われています。一般社団
法人日本クリプトカレンシー協会は、仮想通貨について、
まだ
一歩踏み込めていない方へ、
この可能性に満ちた世界への扉
を開きます。

古くなった浴室の改修に頭を悩ませているオーナー様の強い
味方「エコバスリフォーム」。
ユニットバスの入れ替えに比べて
1/2〜1/4の費用でリフォームできます。壁や床の傷み、浴槽
のひび割れなど、部分的な補修の場合は、十万円前後の費用
で完璧な補修が可能です。現在では賃貸マンションを中心に
年間3,000室以上の実績があります。

不動産コンサル/建設/仲介管理/教育他

壁面収納家具、木製家具、室内建具

株式会社FPコミュニケーションズ

詳しくは

P58

中西金属工業株式会社

不動産を通じ人と人を
「幸せ」
でつなげる！というVisionを掲
げ、建物の設計、企画、開発業務、資産運用及び管理に関する
業務など多岐に及ぶサービスを展開中。
「常に変化の一歩先
を行き、不動産に関わるすべての人々の道標となること」
をミッ
ションに、
セミナーや教育事業においても全国の大家さん、管
理会社からの支持を得ています。

収益物件の売買、
賃貸管理他不動産関連全般

アイホープワン株式会社

詳しくは

建築工事の設計・施工、不動産仲介・管理

P60

進和ホールディングス株式会社

10

鉄道電化の日
このコピーはダミーです。文字
の量や大きさを確認してこの
コピーはダミーです。文字の
量や大きさを確認して頂く為

Today’s question

最後に鏡をみたのは何時？

Today’s Diary

カルナ・メドサロン

詳しくは

P32

株式会社ホープハウスシステム

コーンを置くだけ！１台からの駐車場運営
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03/
木 友引

今日は何の日？
鉄道電化の日
このコピーはダミーです。文字
の量や大きさを確認してこの
コピーはダミーです。文字の
量や大きさを確認して頂く為

詳しくは

P26

株式会社SEED

「賃貸住宅の駐車場が埋まらない」
「空いてる土地をどうにかし
スマートパーキングを始めませんか？ 初期
たい」
とお悩みの方、
費用０、
運営費用０、
１台の駐車スペースがあればどこでも運営
できます。
入居者様の来客用駐車場としても活用いただき、
お喜
びいただいています。
利用はアプリをダウンロードしカラーコーン
にかざすだけ！お気軽にお問合せ下さい。

P70

詳しくは

P72

外観のイメージは物件の第一印象を大きく左右します。
デザイン
にこだわることは、余計な費用をかけずに物件の価値を高める唯
一の方法です。人が集まる物件、定着する物件。
カラーの専門家
である二宮恵理子先生とのタイアップで、色を通じて愛され物件
をつくる提案を行っています。

予防医学と健康維持・増進を目的としたカルナ・メドサロン
は、大阪大学大学院特任准教授、橋弥尚孝院長のもと、オー
ダーメイドの検診や健康相談、大学病院レベルの診療のほか、
専門医への迅速な橋渡し等、会員の健康をあらゆる角度から
バックアップ。
プライバシーに配慮した、
特別な方のための会員
制総合健康サロンです。

P24

綿密な市場調査に基づいたプラン提案で安定した事業をご提
案。
自由設計にも対応しており狭小敷地や変形敷地でもお土
地の可能性を最大限に引き出したプランニングが可能となり
ます。他にない個性的な建物は入居者にも好評。最近では戸
建の賃貸が遺産分割や売却も検討しやすいく人気です。税務
相談などのサポートも行っております！

詳しくは

大規模修繕・リフォーム・塗装工事

P62

詳しくは

住友林業株式会社

P69

予防医学

詳しくは

賃貸住宅及び注文戸建住宅の建築

詳しくは

ずっと共にいる家具をお届けしたいという思いで商品を製造
しています。国内にある工場で一貫した製造体制を持ち、純国
産性の家具を製造しています。画期的な家具や、家族の成長と
一緒に形を変えて成長する壁面収納家具を取り扱っていま
す。murdeco COCOONの詳細パンフレットとNKC ﬁneterior
の商品カタログをお届けします。

P22

高齢者が安心して暮らせる住宅のニーズが高まる中、開発を
進めてきた【フジパレスシニア】。おかげさまで関西圏ＮＯ.１
の供給実績を有し、多くのオーナー様から支持されておりま
す。その成功の秘訣と
【フジパレスシニア】
の魅力、そしてオー
ナー様のお喜びの声を収めたＤＶＤとセットにしてお届け致
します。

詳しくは

P68

詳しくは

フジ住宅株式会社

阪急不動産の賃貸住宅運営サポートシステム。
阪急沿線の賃貸管理ならお任せください。入居者の募集か
ら賃料の回収、建物の維持管理など管理業務のすべてを代
行します。一括借り上げのご相談も承ります。
まずは、お気軽
にお声掛けください。

ご紹介する
「ダイワファンドラップ」は、
お客さまごとに最適な
分散投資の「かたち」
を見つけ、冷静かつ客観的な目で、継続
的な資産の運用管理を行なう資産運用サービスです。
お客さ
まの投資方針と現在の投資環境を踏まえた上で、最適な国際
分散ポートフォリオを設計し、
ご提案させていただきます。

墓石の製造、販売、
コンサルタント

今日は何の日？

土地活用事業・収益アパート販売事業

詳しくは

50年間地域密着型でお客様の資産価値活性、相続税対策等
のために賃貸マンションや戸建て賃貸、
サービス付き高齢者
住宅を中心に設計・施工を行ってきました。相続や確定申告に
関するパンフレットに加え、
マンション建築などのパンフレット
をお送りします。今回は特別に石原先生提携記念として、石原
ガーデンのビジュアルもプレゼント。
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無料で一度に複数お届け可能。気になる情報をもっと詳しく知ることのできるチャンスです！

北摂エリア、
阪神エリア、
北大阪エリアの賃貸市場を知り尽くした
地域密着型不動産仲人・管理会社。
投資・収益物件の売買を軸に
賃貸、
管理、
コンサルティング、
リフォーム・リノベーションに至るまでグ
オーナー様や投資家様が最大限の利益を
ループ企業と連携して、
３〜６月の相談
生み出せるようトータル的にプロデュースします。
物件は優先的に売却先へ斡旋いたします。

当社は墓石の設計前に家系図を作成します。
理由は各ご家庭で
のルーツを探り、
家系の流れを見極めることにあります。
家族の
構成や職業を墓相家の先生に相談し、
その家が繁栄出来るよう
に墓石を設計して頂きます。
墓相家による相談会は全国で行っ
ておりますので、
お気軽にお問合せ下さいませ。
ご希望の方には
パンフレットと相談会日程をご送付します。

木 友引

阿倍野支店

今号のTsuNaGu8に掲載されている賃貸経営・ライフスタイル情報をさらに詳しく伝えるカタログを

数寄屋建築と自然の庭との融合による空間美を創り、
日本独
自の美を認識できる料亭です。𠮷兆の名前を頂き、
昭和四五年
に大丸心斎橋店に開店以来、上方料理の真髄をかたくなに継
承する
「味𠮷兆」。
イベントのご案内と、
こだわりの和テイスト5
種のアイスクリーム詰め合わせなど、
ご自宅用でも贈り物でも
喜ばれる商品のご案内をお届け致します。

株式会社亘德

03/

大和証券株式会社

カタログ請求

同封A４
用紙を
郵送・FAX
するだけ♪

2016 11

詳しくは

ドラード・ライフ

P74

宅配ボックスとは、配送業者が受取人不在時に荷物を入れて
おき、受取人は空いてる時間に荷物を取り出すことができる設
備。宅配ボックスメーカーシェア№１のチャレンジボックスな
ら設置後は、無料で点検・整備を実施。宅配業者の入れ間違
いや故障時の対応も24時間365日フルサポート！！(費用負担
０)

スイス・モントルーにあるクリニック・ラ・プレリーは、世界中の
セレブリティが訪れる、
ウェルエイジングに特化した、滞在型
のメディカルクリニック、
スパとして知られています。
これまで
頑張ってきたご自分へのご褒美として、
また将来に備えたメ
ディカルホリデーのデスティネーションとして世界最高峰の施
設です。

歯科クリニック

詳しくは

トランクルーム収納ピットのＦＣ本部

詳しくは

P27

株式会社アンビシャス

トランクルーム
「収納ピット」のＦＣ本部を運営しております。
家主様が投資した場合の想定利回りは約40％と非常に高
収益です。現状、
ＦＣ店は140店舗あり、経営不振等の弊社
都合での撤退は一度もありません。市場はこの10年間で２
倍になり、今 後も成 長します。ご応 募 頂ければ、
「トランク
ルーム成功の21ヶ条」冊子をお送りします。

賃貸管理、売買、建築、土地活用、
コインパーキング

詳しくは

アパルトマンエージェント株式会社

P66

“街に付加価値を、不動産に付加価値を”を合言葉に、賃貸
物件の商品力を高めるためには何が必要かをオーナー様と
一緒に考えます。
こうした企画・提案力、熱意溢れるサービス
力が好評を呼び、管理の受託件数は急増しています。お悩み
のオーナー様はぜひ相談くださいませ。

Today’s question

最後に鏡をみたのは何時？

Today’s Diary

2017 spring
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