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賢い⽣前整理の秘訣︕ 
50代からの我が家と実家の⽚づけ術 
定員︓先着30名様 
時間︓11:00〜12:00 
講師︓鷲⾕ 直⼦（整理収納アドバイザー） 
●⽣前整理はいつからはじめる︖
●⼦世代・親世代の⽚付けと３つのポイント
●賢い分け⽅・⼿放し⽅とは︖
今、実家問題は深刻化。元気なうちに⽣前整理をは
じめるタイミングについて話し合うことはとても⼤
切です。
⽣前整理をはじめるポイントや、上⼿くいく⽚づけ
⼿順などを事例を交えて紹介します。

〜空き家に“しない” 活⽤法〜 
賢い空き家の売り⽅・活かし⽅ 
定員︓先着30名様 
時間︓13:30〜14:30 
講師︓川道 恵⼦（⼀級建築⼠／宅地建物取引⼠） 
●不動産屋への３つの売却依頼の種類
●空き家を上⼿に活かす⽅法
●空き家にしないポイント
売る、貸す、⾃分が住む、⼆世帯住宅にする など 

2021/07/17（⼟）東京都空き家フォーラム in杉並（令和3年度東京都空
き家利活⽤等普及啓発・相談事業）

お知らせ※ご確認お願い致します。
新型コロナウイルス感染症の状況を受け予告なく中⽌・延期する場合もございます。予めご了承くだ
さいませ。当⽇は、会場内の換気や距離を開ける他、マスク着⽤の徹底など感染拡⼤の防⽌に努めま
す。なお、⾵邪の症状・発熱のある⽅など少しでも異変を感じる⽅は、ご参加を⾃粛していただけま
すようご協⼒よろしくお願いいたします。

セミナー内容 7⽉17⽇（⼟）

7⽉17⽇（⼟） 
11:00〜12:00 
セミナー1

7⽉17⽇（⼟） 
13:30〜14:30 
セミナー2

⼯夫が満載︕ 完全分離の
２世帯住宅 東京都 Ｙ
様邸

光と⾵が通る⾃然素材の
平屋住宅 愛知県・名古
屋市 Ｗ様邸

豊かな緑を⼤切にした姉
妹夫婦の⼆世帯住宅 神
奈川県 Y様・K様邸

セミナー・イベント

相続・空き家無料相談会 in⼤⽥区 
2021/07/10(⼟)・11(⽇)

2021/07/17（⼟）東京都空き家フォーラ
ム in杉並（令和3年度東京都空き家利活⽤
等普及啓発・相談事業）

完成実例

他の完成実例を⾒る

コンサルティングメニュー

相続対策コンサルティング

賃貸経営コンサルティング

お知らせ 6/8更新 新型コロナウイルス感染拡⼤に関する弊社の取り組み
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新築・リフォームで不動産・相続・賃貸のお悩み解決はネクスト・アイズ
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放置してしまっている空き家や、これから空き家に
なる予定の不動産を持っている⽅必聴︕
空き家をどうしようか迷っている⽅へ、賢い売り⽅
と・活かし⽅をわかりやすく説明します。

17年間の欧州⽣活中に海外のシニア世代が「モノに
囲まれない豊かな暮らし」「⾃分で維持できる暮ら
し」をしているのを体感。帰国後、整理収納やイン
テリアの資格を取得して、400軒1300回以上の⽚付
け訪問サービスを実施。⼦世代から親世代の⽚付け
を依頼されることが増え、50代から始める賢い⽣前
整理を提唱。実家や夫の実家での⽣前整理の実体験
をセミナーでご紹介。リアルで⾝近な内容の⽣前整
理セミナーは親⼦参加される⽅も多く好評を博して
いる。

（株）住まいと街設計事務所 代表取締役 
住宅メーカー設計部にて、⼾建住宅の設計業務 デベ
ロッパーにて、マンション等の企画・監理業務を経
て設計事務所において不動産開発業務に携わる。⼟
地の活かし⽅、住宅の間取り提案等、幅広い実績多
数。

相談会内容 7⽉17⽇（⼟）

7⽉17⽇（⼟） 
10:00〜16:00 
⼤相談会

専⾨家と空き家サービス企業が⼤集結︕ 
⼤相談会コーナー 
随時受付／予約優先
時間︓10:00〜16:00 

A 空き家の維持管理 空き家の⾒守りサービス相談 
B 空き家の売却 今が最後の売り時︕1円でも⾼く売る売却相談 
C 空き家の利活⽤（住む・貸す） 賢く活⽤するリフォーム・建替え相談 
D 権利関係の調整 相続・遺⾔・成年後⾒・家族信託相談 
E ⽣前整理と⽼⼈ホーム・施設紹介 ⽣前整理、⽼後の⽣活設計相談 

協⼒︓綜合警備保障株式会社 ALSOK、司法書⼠法⼈もみき法務事務所、東京
メトロポリタン税理⼠法⼈、株式会社ウェブクルー、Flexible、株式会社武
蔵野御廟

講師紹介

セミナー1 講師︓鷲⾕ 直⼦（整理収納アドバイザー/ライフオーガナイザ
ー）

セミナー2 講師︓川道 恵⼦（⼀級建築⼠・宅地建物取引⼠））

 

セミナー概要

⽇程 2021年7⽉17⽇（⼟）

時間 ［セミナー1］11:00〜12:00［セミナー2］13:30〜14:30［相談会］10︓
00〜16︓00 随時受付

参加費 無料

参加⼈数 先着各30名様

不動産売却コンサルティング

不動産購⼊コンサルティング

収益不動産再⽣コンサルティング

空き家コンサルティング

家づくりコンサルティング

リフォームコンサルティング

その他
インスペクション

相談事例

⺟から相続した築36年⽊造アパート
は、空室や家賃滞納など問題が多く賃
貸を続けるべきか悩んでいる。

都⼼の敷地に建つ⾃宅と⽼朽アパート
を2棟とも解体し賃貸併⽤住宅にする
か、リノベーションして利活⽤する
か。

築50年を超えている⾃宅と⽼朽アパー
トを、将来の相続対策も検討しながら
どのように活⽤すべきか︖

他の相談事例を⾒る

コンサルタント紹介
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会場 ワイム貸会議室・荻窪
東京都杉並区上荻1-16-16 ユアビルＩ 2 階 
※画像をクリックすると拡⼤表⽰されます。

アクセス JR中央線・総武線「荻窪駅」⻄⼝から徒歩1分 
東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」⻄⼝から徒歩2分 
ユアビル（荻窪ボウルの建物）2階

主催 ●ネクスト・アイズ株式会社

共催 ●杉並区

地図
■住所
東京都杉並区上荻1-16-16 ユアビルＩ 2 階 
■アクセス
JR中央線・総武線「荻窪駅」⻄⼝から徒歩1分 
東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」⻄⼝から徒歩2分

イベント申し込みフォーム
※は必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

イベント名

 

イベント種別※
ご希望のイベントの参加⼈
数を選択してください。

 

50 代からの我が家と実家の⽚づけ術 2021/7/17 11:00〜12:00 
参加⼈数 0名様  個別相談 

賢い空き家の売り⽅・活かし⽅ 2021/7/17 13:30〜14:30 
参加⼈数 0名様  個別相談 

専⾨家と空き家サービス企業が⼤集結︕⼤相談会コーナー 2021/7/17 
10:00〜16:00 
参加⼈数 0名様  個別相談 

お客様の声

代表ブログ

ワイム貸会議室 荻窪
⽇本、〒167-0043 東京都杉並区上荻
１丁⽬１６−１６ ユアビル１ ２階  

ルート

3.9  7 件のクチコミ

拡⼤地図を表⽰

地図の誤りを報告する地図データ ©2021

 2021/07/17（⼟）東京都空き家フォーラム in杉並（令和3年度東京都空き家
利活⽤等普及啓発・相談事業）
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