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“Style Box”= ？
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“Style Box”のコンセプト

「子供が床でお昼寝する気持ちいい家。
一緒に私もお昼寝しちゃいます。」

愛情溢れる家

子供が

のびのび育つ

木の家

ライフスタイルに

合わせた

プランニング

経済的に

ゆとりのもてる

コスト

子供が自分の布団があるのに床の方が気持ちいいらしく、床で
寝るんです。前のアパートではそんなこと全く無かったのに、今で
は私も主人も休みの日には３人川の字でお昼寝しています。

「自分の家が一番！イメージ通りに建てた。
ここで建てて本当に良かった！」

他の色々な住まいを見て決めたのですが、ウチの家が一番いい。
家族みんなの思い入れが詰まった自慢の家です。選べるプラン
が沢山あり、思い通りの家がスムーズにできました！！

「あきらめなくて良かった！
嬉しくて毎日早く帰っています。」

銀行でローン審査されるのも嫌でマイホームを避けていました。
簡易審査で買えることがわかり、実際に建てられました。今までと
変わらない支払いで夢のマイホームが手に入りました。住み心地
も抜群です。
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皆さん「幸せな住まい」と聞いてどんな住まいを想像しますか？

実際に目を閉じて思い浮かべてください。

「幸せな住まい」に帰った時、どんな人が迎えてくれますか？

誰がそこにいますか？

「幸せな住まい」のリビングはどんなリビングですか？

そこから何が見えますか？

あなたはそこでどんなことをしていますか？

私たちはそこに暮らす家族の感性に働きかける住まいを提供していきたいと考えます。

住まいづくりにおける性能や機能はもちろんですが、それ以上に

体感する快適性や住みやすさを大切にしています。

“Style Box”は「どんな暮らしができるのか？」「どんな毎日が訪れるのか？」と

いうことをお客様の目線に立って考え、同年代の子育てに奮闘されているパパ、ママが

本当に欲しい、住みたいと思える住まいです。

“Style Box”＝“幸せな住まい” という価値
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「家を買う」のはもう辞めましょう。

きっと買うのは「暮らし」と「時間」。

「Style Box」の家は「手段」として考えて下さい。

そこでいかに楽しく、ワクワク暮らせるかが本当のテーマです。

見た目の豪華さや家の大きさ、性能にこだわって、

高額な住宅ローンを組んで返済に追われる毎日よりも、

余裕のある返済計画を立てることをオススメします。

その余裕を家族の健康や教育、

趣味を楽しめるような心が豊かになる暮らしをする事が

それ以上に大切だと考えるからです。

家づくりの幸せの形は、家の形式ではなく、

ライフスタイルと非日常を楽しむことができる豊かさです。

「 Style Box 」の家は、

大きさ、豪華さを競うのではなく、

楽しく過ごしていく時間を競う家なんです。

暮らしと時間を楽しむ
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代表取締役 吉冨 豊 一級建築士

M e s s a g e

創業昭和57年10月より、先代が大工として工務店を営んで参りましたが、平成5年より私が二代目として頑張って
おります。

吉富工務店の Style Box は、お客様のライフスタイルに合わせたプランを豊富に備えたコンセプト住宅を開発し、
これまで手がけていた本格木造住宅の技術も生かしながら、体にやさしい木の家をお客様のニーズに合わせて
提供します。

Style Box (株)吉富工務店は、この先も地域のより良い工務店であり続けるよう、お客様へのトータルサービスを
考え、新しい技術とノウハウをもって誠心誠意お答えします。

全てはお客様と今後を担う子供たちのために・・・

Designer

■■ ■■ – ■■■■■ ■■■■■-

コメントが入ります。コメントが入ります。コメントが入りま
す。コメントが入ります。コメントが入ります。コメントが入
ります。コメントが入ります。コメントが入ります。コメント
が入ります。コメントが入ります。コメントが入ります。コメ
ントが入ります。コメントが入ります。コメントが入ります。
コメントが入ります。コメントが入ります。コメントが入りま
す。

コメントが入ります。コメントが入ります。コメントが入りま
す。コメントが入ります。コメントが入ります。コメントが入
ります。コメントが入ります。コメントが入ります。コメント
が入ります。コメントが入ります。コメントが入ります。コメ
ントが入ります。コメントが入ります。コメントが入ります。
コメントが入ります。コメントが入ります。コメントが入りま
す。

スタッフ写真 スタッフ写真

小寺 弥生
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STYLE-4
家族の成長と共に暮らし方を変えられる

団らんのある家

STYLE-WAREHOUSE
段差が生み出すラウンジや収納
楽しさと利便性を兼ね備えた家

家庭菜園を楽しむために生まれたお家です。広々としたウッド

デッキのついたプラン。天気の良い日は第２のダイニングとして

食事がとれる広さです。外と一体になる開放的なリビングダイ

ニングで食事しやすいカウンターキッチン。庭で採れた野菜を

調理して食べる。コンポストで自家製堆肥をつくり、食物を育て

て収穫し食べることを通じて子どもにいのちの大切さを伝えるこ

とができます。

家族との暮らしを楽しむために生まれたお家です。忙しい子育

て世代に配慮した、使いやすい家事導線や間取りが特徴と

なっています。もちろん収納量も十分に確保しました。座卓を中

心とした家族の団らんを意識した畳コーナーから本格和室まで、

揃った4LDKのプランをご提案いたします。将来のお子様の成

長に合わせて間仕切りを自由に変更できるようフレキシブルな

プランも可能です。

段差をつくることで立体的な開放感のある空間が生まれ、収納

や趣味のスペースなどを確保したお家です。子供の玩具や季

節の物、ご夫婦の趣味がいっぱいで収納もいっぱい欲しいとい

うアクティブな方の為に生まれました。高さで空間を仕切る遊

び心と利便性を兼ね備えたバラエティ溢れる軽快なプランをご

提案いたします。

STYLE-3
オーガニックなアウトドアライフを

満喫する開放的な家
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STYLE-ENERGY
太陽、風、自然の力を効率的に

ダイレクトに活かす地球と共生する家

STYLE-GREEN
暮らしの中にもっと緑を

建物の内側に庭を取り込んだ家

北側道路の敷地専用のプランです。南道路や角地などに比べ

一般的に割安な土地に、その特徴を個性として捉え魅力的な

プランをご用意いたしました。リビングを2階に配置することで開

放的かつプライバシーが守られる暮らしやすい間取りを実現し

ました。個性的な外観デザインに開放的な室内空間。多くの方

の解決策になるであろうアイデアの詰まった家づくりです。

家族との暮らしを楽しむために生まれた家です。忙しい子育て

世代に配慮した、使いやすい家事導線や間取りが特徴となっ

ています。もちろん収納量も十分に確保しました。座卓を中心

とした家族の団らんを意識した畳コーナーから本格和室まで、

揃った4LDKのプランをご提案いたします。将来のお子様の成

長に合わせて間仕切りを自由に変更できるようフレキシブルな

プランも可能です。

庭付き一戸建てに憧れを持って住まいづくりをお考えの方は少

なくないはず。緑と共に暮らしたいという方の為に生まれたプラ

ンです。緑いっぱいの庭のある家をと考えていたけれど、土地

の広さや道路の方位、様々な要因で思っているような土地に家

が建てられない場合があります。そんな場合にも夢を実現でき

るのが、庭を建物の内側に取り込むという考え方です。

STYLE-NORTH
北側道路の敷地の特徴を魅力として最大限

引き出す為に生まれた家
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住まいづくりのスケジュール

土地探しや資金計画・・・

家づくりは大切なポイントが沢山ありますが、

まずは「いつから」家に住みたいのか？

ということを決めなければなりません。

家づくりは時間のかかるものです。

そのゴールを決めてしまえば、

「いつまで」に「何を」決めなければならないのかがわかってきます。

ここでは一緒に家づくりのスケジュールをご一緒に考えていきましょう。
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住まいづくりのスケジュール

住まいづくりのスケジュール表
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住まいづくりのスケジュール

住まいづくりのスケジュール
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「家」を持つということ

「家」を持つということは

あなたにとって

その後の一生を左右する大切なことです。

ここでは、もっと先のことを考えた時に

知っておいて欲しいことをまとめました。
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これから居住する年数

男 性 79.59 歳

女 性 86.35 歳

＜ 平均寿命 ＞

30 歳

30 歳

＜ 現在の年齢 ＞

49 歳

56 歳－ ＝

今のお客様の年齢を30歳と仮定すると・・・今後、今の住宅に居住する年数はおよそ49～56年となります。

5 6 年
＜ 居住年数 ＞

今の家の家賃を7万円とすると、56年住んだ場合、支払総額は約4,700万円となります。しかも、このお金は全て大家さんのものになってしまいます。

年間の家賃

840,000 円

居住年数

56 年
×

＝ 総支払家賃

約 47,000,000 円

■1年住んだら840,000円
■5年住んだら4,200,000円

25,000,000円 35年 2.0%
で借り入れした場合の総返済額 35,000,000円 3,920,000円

概算年間コスト（固定資産税など）
70,000円 × 56年

＝ 合計 約40,000,000円

一概にどちらがお得とは言えませんが、賃貸した場合と購入した場合の一
番大きな違いは、住宅に支払う金額が「大家さんの資産」になるか、「自分
の資産」にしていくか、ということなんですね！

「賃貸」と「購入」を比較すると、

その差は約700万円も！

＋

結 論
自分の資産づくりをしたいなら
購入することがオススメ！

「家」を持つということ

賃貸と購入・・・どっちがお得？

賃貸に住んでしまうと、自宅の資産はゼロです

マイホームを購入すれば、それが自分の資産となります
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「家」を持つということ

家の「坪数」と「生活」どちらを優先しますか？

Ａさんの場合 Ｂさんの場合

広 さ ３０坪 ５５坪

家づくりの夢

● 奥さんと子供一人の３人家族だから、３ＬＤＫの２階建
てで十分！

●「こんな良い家でこの値段！？」なんて友達に自慢でき
るような家が 欲しい！

● 普通の家には住みたくないけど、なるべく安くすませた
い。

● やっぱり家を建てるなら「どーん」と大きな家を建て
たい！客間も洋間も仏間も欲しいし・・・。

● 夢のマイホームだから、多少ローンを無理して借りて
も、仕様や設備も豪華にして、部屋数も多くとりた
い！

住んでからの現実

● 部屋数は少なく、コンパクトで家事動線が考えられてい
る。

● 建物の価格が安く、その分、お金を自分のこだわりの部
分にかけることができ、世界で一つしかない家になった。

● 子供がもう一人生まれても、間仕切りすれば２部屋に。

●部屋数が多く、掃除するのも戸締りをするのも大
変・・・。

●ほとんど使わない部屋がいくつかでてきた・・・。

●子供が自立したので、さらに使わない部屋が増え
た・・・。

●ローンの月々支払いが多くて、生活に余裕がない・・・。
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資金計画は、まず現在家を購入できるかどうか、

そして家を建てた後の生活を決める、とても大切な部分です。

ここでは、家を購入するのにどんな費用が掛かるのか？

事前審査のことや、ローンの返済方法など。

あなたにあった資金計画をご一緒に考えていきましょう。

知っておかなくてはならないとても大切な資金計画
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知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

しっかりした資金計画をたてることが重要です。

住宅購入にあたって欠かせないものに、第一に「資金計画」があげられます。

住宅という、人生で一番の高額のお買いものですから、少しでも総金額を抑えたいですよね。
重要なのは、「いくらまで借りられるのか？」ということと、

「いくらだったら無理なく返済できるのか？」ということを明確にすることです。
そうすることで、総額の予算枠がハッキリします。

また、住宅を購入する方のうち、９０％以上は、住宅ローンを組まれます。

「どのローンが最もお得なのか？」「頭金をいくらにすれば、返済額が安くなるのか？」
返済計画ひとつとっても、様々な疑問が出てきます。

こうした資金の問題を解決するためにも、無垢スタイルのスタッフにお尋ね下さい。
一人一人にとって最適な資金計画をご提案します。

家づくりにかかる費用は本体価格だけではありません。

■ 本体工事費・・・約７０％

建物をつくるために必要な工事費

■ 付帯工事費、別途工事費・・・約２０％

建物本体工事とは別に生活を始める為に不可欠な工事

（例）解体工事費・屋外電気・給排水工事費
ガス工事費・外構工事費・照明・・・等

■ 諸経費・・・約１０％

申請・登記・税金・引越し等にかかる費用

本体工事費

約70～80％

諸経費

5～10％

付帯工事費
別途工事費

15～20％

POINT
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■建物・諸雑費・消費税 ■地鎮祭費用

■ローン契約印紙代等 ■上棟式費用

■生命保険料

■抵当権設定費用

■解体費用

■建物滅失登記費用

■仮設工事

知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

その他にも購入にあたっては様々な費用がかかります。

住宅会社が提示している建物の価格は「建物だけの金額」なのか、上記の価格が含まれてい

るのか、しっかり把握する必要があります。いざ、見積りを出してもらうと、価格が全然違

う・・・ということもあります。

「見せかけ」の値段ではなく、「住める」値段を把握する！

外構工事 屋外付帯工事１

■外構工事

■屋外排水設備工事

■合併処理槽設置

■地盤改良・杭工事

その他 付帯工事２

建物・諸経費３

■表示登記費用 ■固定資産税 ■建物瑕疵担保保証費用

■所有権保存登録費用 ■不動産取得税 ■地盤保証料

■火災保険料 ■設計・管理費用 ■その他建物保証料

■保証協会保証料 ■つなぎ融資費用

■収入印紙 ■諸官庁手続費用

土地諸経費４

■所有権移転費用

■収入印紙

■固定資産税

■都市計画税

■不動産取得税

■土地売買媒介手数料

諸施設負担金等５

■上下水道取出工事 ■空調設備工事

■水道加入金 ■駐車場工事

■ガス配管工事

■照明器具費

■カーテン家具購入費用

■仮住まい費用

■引越し費用

POINT
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事前審査の要注意チェックポイント

知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

借入限界額を把握しましょう！

あなた様は住宅購入において、どれくらいの借入をお考えですか？
右にある参考借入可能額表を見て、月々の支払金額からご自分の借入限度額を把握してみましょう。

【 参考借入可能額（万円） ※元利均等返済の場合 】

月々支払額 5万円 6万円 7万円 8万円 9万円 10万円

ボーナス支払い
なし

25年 1340 1610 1880 2150 2420 2690

30年 1570 1890 2210 2520 2840 3150

35年 1800 2160 2520 2880 3240 3600

ボーナス支払い
10万円

25年 1790 2060 2330 2600 2860 3130

30年 2100 2420 2730 3050 3360 3680

35年 2400 2760 3120 3480 3840 4200

ボーナス支払い
15万円

25年 2010 2280 2550 2820 3090 3360

30年 2370 2680 3000 3310 3630 3940

35年 2700 3060 3420 3780 4140 4500

月々支払額 5万円 6万円 7万円 8万円 9万円 10万円

ボーナス支払い
なし

25年 1260 1510 1760 2010 2260 2520

30年 1460 1750 2040 2330 2630 2920

35年 1650 1980 2300 2630 2960 3290

ボーナス支払い
10万円

25年 1680 1930 2180 2430 2680 2930

30年 1950 2240 2530 2820 3110 3400

35年 2200 2520 2850 3180 3510 3840

ボーナス支払い
15万円

25年 1890 2140 2390 2640 2890 3140

30年 2190 2480 2770 3060 3360 3650

35年 2470 2800 3130 3460 3790 4120

● ○○銀行 （金利3年固定、利率0.95%) ● ××銀行 （金利3年固定、利率1.25%)

危険度 内容 チェック 備考

過去3年以内に、狭心症、糖尿病、高血圧等の病気で、診察・検査・投薬・治療等を受けた

過去3ヶ月以内に、診療。検査、治療、投薬を受けたことがある

3年以内に転職をしている

自営業の方で年収や売上を抑えて申告している

自動車ローン等の支払いを延滞したことがある

自動車ローンやカードローンの残高が残っている

配偶者の方のパートの収入も合算したい

ローンの希望額が年収の4倍以上になる

親族からの資金援助を考えているが、具体的な話をしていない

連帯保証人になっているが、順調に返済されている

高

低

銀行の借入審査を受ける前に改めて自己確認するためにも、下記の事前審査のチェックポイントシートで確認してみましょう。
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知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

あなたのマイホーム資金計画シート
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知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

金利のパターンをおさえよう①

金利には３パターンあります！

「③固定期間選択型」の２タイプをおさえて得をしよう

①固定金利型 ②変動金利型 ③固定期間選択型

借入当初の金利がずっと続く、フラット35（住宅金融支援機構）
に代表される金利タイプです。最も安心で確かなタイプです。
高金利のときに借りた融資は、その後低金利になっても反映され
ずに高金利のまま続くことになります。また、借入当初も、変動
金利などの他のタイプよりも高めに設定されています。

金融情勢によって返済金利が変わる銀行ローンに代表されるタイ
プです。半年に一度金利を見直しして返済額のなかの元金と金利
の割合が変わり（返済額は変わりません）、その返済状況に基づ
いて５年に１度見直しされます。（最大1.25倍まで）。
固定金利などと比べ、金利の設定は低めに設定されています。

3年や5年などの期間を設定し、その間は固定金利で返済額も金利
も変動しません。
そして設定した期間の終了後に、その時点での金利で、再度固定
期間設定型か変動金利型のどちらかを選ぶという固定金利と変動
金利をミックスしたタイプと言えます。

さらに、固定期間選択型の中にも２タイプに分けられます。
「当初金利優遇タイプ」と「全期間金利優遇タイプ」の２タイプです。

どういう違いがあるのか･･･
とある銀行の場合

1.当初期間優遇型＝初めに大きなお得型 ２.全期間優遇型＝ずっと続くお得型

※ベースアップが見込める方にオススメ

初めの３年間は負担を減らせるからとっても
助かるね！

※安定的に低金利で借りたい方にオススメ

最初だけでなく、借りている間ずっと割引っての
もイイね！

注意
見た目の金利に惑わされず、
後のこともきちんと考えて
決めましょう！！

金利でローンの支払いが大きく変わるので、皆さんも神経を尖

らせがちになるかもしれませんが、決して見た目の金利に騙さ

れないようにしましょう。当初、優遇タイプの方が見た目の金

利が低いので選ばれる方が多いのですが、固定期間終了後の金

利優待が大幅に少なくなるので注意しましょう。実は、3,000万

円借入した場合、支払総額で300万円も差が出ます。ご自分で

考えることも必要ですが、なるべく相談してアドバイスをもら

うようにすることが、「無理のない返済」を可能にします。
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＋ ＝

知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

金利のパターンをおさえよう➁

どの金利パターンにするか

どちらのタイプにするかはあなた様の性格や価値観によるとこ

ろが大きいでしょう。オススメとしては、固定金利の期間選択

型です。また、他の手法としては、固定金利型と変動金利型を

ミックスして住宅ローンを組む方法もあります。これを「ミッ

クス型」と呼んでいます。

今の金利水準は低いですから、目先のことだけを考えれば変動

金利はとてもお得に思えます。しかしその一方で、将来金利が

上がった場合には返済額が増えるというリスクがあります。そ

のリスクをできるだけ防ぐにはどうしたらよいのでしょうか？

今回注目していただきたいのは、

金利タイプの違うローンをミックスして

利用することで、リスクを分散する

という方法です。

金利変動に影響されず返済額を長く確定できる「長めの金利」

と当面の低金利のメリットがとれる「短めの金利」の２つの金

利を組み合わせることで、リスク分散の図られた住宅ローンを

設定します。

これを「金利ミックスタイプ」と呼んでいます。

様々な金利の組み合わせや住宅ローンの商品が存在しますが、お客様

の条件によって適した金利の組み合わせや商品は異なります。

なので、まずは相談して頂くことが成功への近道になります！

例えば①

固定金利 変動金利

上記以外にも組み合わせは様々です。

例えば、変動金利と固定金利１０年

をミックスさせるなどやり方は様々

です。

組み合わせはプロとの相談の上進め

られた方が心配がなくなりますよ！

例えば②

19
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知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

資金に関するお得な情報

金利優遇を利用しよう！

金利は金融機関によって若干の差がありますが、基本的には同じ金利という認識を持つことが大切です。
一番重要なのは、一般的に公開している金利ではなく、その裏側にある「金利優遇」が住宅ローンをお得に組むポイントであるということです。

１．まずは事前審査を！

金利優遇がどれくらい適用されるかは、あなた様の属性（どんな企業で働いているか、サラリーマンか、自営業かなど）に関わることなので、

金融機関に問い合わせてみないとわかりません。金融機関への事前審査で、どの程度金利優遇が適用されるかを把握することができます。

２．住宅会社を利用して金利優遇をさらに得にする！

さらにお得に金利優遇を受けるポイントは、不動産会社を介して金利優遇を受けるための金融機関事前審査を行うことです。というのも、金

融機関にとってあなた様は一見客です。たった一度の取引しかないお客様です。逆に住宅会社は何度も何度も金融機関と取引を行っており、

たくさんお客様を金融機関へ紹介しています。金融機関は自ずと不動産会社には金利を安く設定してくれるのです。また手続きも面倒なもの

が多いので、住宅ローン関連の手続きは時間的にも費用的にも、住宅会社にご依頼された方があなた様にとってメリットが多いでしょう。
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知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

ローン事前審査とは？

ローン事前審査の承認をもらっておけば、土地の売主様の態度も違ってきます。

これは契約が済んだお客様がローンを組めなかった場合、「融資利用の特約によ

る解除」により、契約が白紙になるからです。こうなると売主様は再び販売に出

し、新たなお客様を探さなければなりません。「事前審査」をもらっている方を

優先したい、そうなるのは自然のことです。

他にも、「資金計画内で物件が探せる」「一番適切な銀行を探せる」など、事

前審査を早めに済ませておくと良いことが沢山あります。

「契約してから、ローンが通るま

で眠れませんでした」このような

お客様は珍しくありません。なぜ

ならば、契約ではローン承認まで

の期限が決められ、一日でも過ぎ

ると全て白紙になるのです。それ

までの苦労を考えると、心配する

のも当然です。

これを防いでくれるのが「ローン

事前審査」なのです。

早めに済ませておくことをお勧めします！ 土地の値下げ交渉の可能性も！

早めに済ませておくことをお勧めします！

事前審査をするかしないか

事前審査を
しないですすむ

希望の物件は
見つかったが、

売主が価格を下げない

提示価格で契約

ローンが
通るかどうか
冷や冷やして
寝付けない

事前審査を
済ませる

希望の物件が見つかり、
売主も積極的な姿勢だ

思ったよりも
割引できた

事前審査で
通っているので
安心して本審査の

結果待ち

売主様の中には契約前にローン事前承認を求めてくることもあります。

購入申込み後、契約の前に行うことも可能ですが、ローン事前審査を

行っている途中で他の人に買われてしまうことも少なくないので、なる

べくなら物件を探し始めた頃に済ませてしまいましょう。事前審査には

下記のように準備しなければならない必要書類も多くあります。なるべ

く早めの段階でゆとりを持って行いたいものですね。

事前審査に必要なもの

給与所得者の方 事業主の方

１

２

源泉徴収票（コピー）

３

４

５

（自動車ローン等の他債務がある場合）
債務がわかる資料

健康保険証（コピー）

運転免許証（コピー）

認め印

１

２

確定申告書・決算書（３期分のコピー）

３

４

５

（自動車ローン等の他債務がある場合）
債務がわかる資料

健康保険証（コピー）

運転免許証（コピー）

認め印
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知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

住宅ローン減税って？

平成21年からの住宅ローン控除は、適用期限を平成25年まで5年間延長。控除期

間は10年間で、最大控除額は現在の160万円よりも大幅に拡大し、最大600万円

に引き上げます。また、これまで国税の所得税だけが控除対象ですが、新たに地

方税の個人住民税も減税対象になります。また、現時点（平成25年8月）では一

般住宅は平成29年まで延長する予定です。

住宅ローンを借りて自宅を取得すると、一定の条件を満たすことにより住宅ローン

控除という制度が受けられます。借り入れした金額の年末時点の残高に応じて、支

払った所得税のうち一定の金額が還付される制度です。

お金が戻ってくるローン控除はすごくお得 新制度 最大６００万円 平成２１年度からの住宅ローン控除！

住宅ローン控除の仕組み

支払った所得税が全額返ってくるケースもあります。
しかし、条件もあるので注意しましょう！

※住宅ローン控除…
居住した年以後10～15年間の各年に、年末残高に一定
の料率を掛けた分の所得税が還付される制度です。

平成21年入居した方からは、上記の減税を所得税から控除仕切れない場合に、住民税からも控除できることになりました。

ただし、所得税の課税総所得金額等の額の5％で（最高9.75万円）※1までとなります。こちらは、住民税の申告が不要です。

※1.平成26年から最高13.5万円になる予定です。
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POINT

無理して早く
返済したい！

「無理して早く返す」より、長期ローンでゆっくり返す方が楽！

知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

住宅ローンは「生命保険にもなる安心保証！」

同じ金額を借りても、返し方は色々あります。家にお金をかけるのではなく、生活にお金をかけて豊

かに過ごすために、月々支払額を抑える返し方をお勧めします！

住宅ローンには、「団体信用生命保険」がついてきます。

万一の時には、残債が完全に消える ＝ 完済される仕組み（家賃には当然ついていません）

生命保険見直しが可能！

月８,０００円×１２ヶ月×３５年 ＝ ３３６万円

（※平均１世帯あたりの月々保険支払い料）

短期ローンをお考えの方は、長期３５年の住宅ローンを組んだ方が
ゆとりがあり、利用しやすい！

ゆとりを持って
返済したい！

2,500万円借入

2.5％ 35 年

月々の支払額 89,350円

総支払額 37,527,000円

月々の支払額

総支払額

少

z多

2,500万円借入

2.5％ 20 年

月々の支払額 132,475円

総支払額 31,794,000円

月々の支払額

総支払額

家賃と住宅
ローンの違い！

ゆとり賃金

少

z多

POINT
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物件価格の下落！理由その３

変動金利型住宅ローンの金利引下げ！理由その２

知っておかなくてはならないとても大切な資金計画

お早めに建てることをお勧めします！

消費税増税の可能性あり！理由その１

消費税は現在5％ですが、2014年、2015年に増税の可能性があるとされています。

仮に、2,000万円の総費用に対して消費税が5％増えたとすると、それだけ100万円の上積みとなります。

さらに、35年での返済金額は約155万円上積みすることにもなります。

1991年のバブル崩壊以後、日本の住宅ローンの変動金利は下落を続け、２％台を推移していま

す。景気が厳しい状況が予測されます。そのため、今後も低金利が続くと思われます。

2003年の新築一戸建は価格下落傾向にあり、住宅価格はバブル崩壊

後最も低い水準にありました。2008年秋以降、金融危機による大型

倒産が発生、住宅は過剰供給、価格は大幅に下落しました。2013年

もこの状態が続くものと思われます。
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失敗しない土地の探し方

自分にぴったりの土地、

探し続けても、なかなか見つからない・・・。

ここでは土地探しの際に
注意しなければいけないポイントから
自分にあった土地の見つけ方まで

土地のプロとしてではなく、
家づくりのプロとして
お伝え致します。
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失敗しない土地の探し方

まず、様々な土地をお探しの方、迷っている方にプロとしてお伝えしたいこと

マイホームを購入検討される方で、土地からお探しの方は、これだけチェックして頂きたい内容を５個のポイントにまとめました。他の不動産さんで、ここまでのお話をされる会社さんは
ないと思います。
無垢スタイルでは、これまで、たくさんの方々の住宅購入のお手伝いをしてきました。その中で、これから住宅購入を検討されるお客様に、「プロ」として最初にお伝えしたいことが２

つあります。これらを理解して頂くことで、住宅購入は成功することが出来ると思います。このポイントは他社を検討される際でも、是非押さえていただきたいポイントです。

不動産の価格はそれ相応に決められており、掘り出しモノは、滅多にありません。大切なことは、土地に対してのお客様自身の優先順位が何かを認識し

て頂くことです。無垢スタイルでも、今まで多くの方々の夢を実現させて頂きましたが、全ての要素に１００％満足して購入された方は、ほとんどいらっ

しゃいません。

例えば優先順位をつけた結果、優先項目のほとんどが満足いくものであったとしても、それだけ希望の叶う土地というのは、価格面での満足が得られない

と思います。

もちろん、予算がいくらでもある方ならば１００％満足もありうるかもしれませんが、ほとんどの方は限られた予算でできるだけ良いものを購入されよ

うとします。したがって、皆様の優先順位の中で、譲れないポイントが満足いくものであり、総合的に７割～８割満足されたら買い時だと判断されること

をお勧めします。

不動産という商品は、一物一価でして、どれ一つとっても同じものはありませんので、一つの不動産を複数の方々で取り合うということもよく起こりま

す。ですから、気に入った物件がございましたら、できるだけ早く手付けを打たれて、契約されることをお勧めします。

「しばらく考えるから」とおっしゃるお客様もたくさんいらっしゃいますが、その間に別の方に押さえられてしまったことがあります。そうなると、

せっかく探しに探してゴールが見えてきたのに、また振り出しに戻ってしまいます。土地が数年間決まらないお客様は、１００％の土地を探しておられる

のか、気に入ってもなかなか決断できない方がほとんどです。要は不動産という商品は、「取り合い」なので、今検討されている土地は「縁」であると

思って頂くことが必要なことがあります。無垢スタイルでは、地域密着による多くの物件情報を保有しておりますので、今のお客様に合う土地を必ずご紹

介できると断言します。無垢スタイルに何でもお話し下さい。

土地が決まれば、家づくりのスタートです！

１．１００％満足する土地は存在しない

２．決めるまでのスピードが重要
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失敗しない土地の探し方

土地情報の見方

Sample

皆様は土地を探す際に、不動産情報をたくさん見られることと思います。物件の地図の横に情報がたくさん書いてありますが、わかりづらい単語もたくさんあると思います。
今回、 無垢スタイルでは物件情報、そして土地購入のポイントをまとめてみました。

項 目 定 義

価 格 物件価格で、消費税・地方消費税の対象となる場合は税込価
格を表示します。

土地面積 私道を含めない敷地の面積のこと。

交 通 最寄から物件までの距離。徒歩１分は８０ｍで算出。

建ぺい率 土地面積に対する建物面積（建坪面積）の割合。

容積率 土地面積に対する建物延床面積（総床面積）の割合。

現 状 物件の状態を示し、更地か建物があるかの表示。

引渡し 物件の引渡し希望日が表示。

道路幅 前面道路が４ｍ以下だと大型車が駐車しにくいおそれがある
ので注意が必要。

接道 敷地に接している道路のこと。

学校
（小・中）

近隣に小学校や中学校があるとご両親からしても安心です。
同時に治安の良し悪しもチェックしましょう。

取引態様 物件に対する取引態様を表示します。仲介・代理の場合は、
原則として売買契約価格に基づく手数料とその消費税及び地
方消費税が必要となります。

資料（地図）をもらって見にいったら
現地に他社の看板が･･･

この業界は、お互いに情報を交換し合って成り立っています。したがって、当社のご紹介する土地が直接依
頼を受けている土地というわけではありません。当然当社のデータも活用しています。他社の看板があるか
らといって気にする必要はありません。
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6
POINT

5

POINT

2
POINT

3

失敗しない土地の探し方

土地探しの５つのポイント

ここでは、皆様に最低限おさえていただきたい土地に関して大切な内容をまとめました。不動産屋さんは土地のプロであることは確かですが、私達は建てる建物から考えて、最
適な土地をご提案することができます。是非、これらをおさえて頂いた上で、良い土地をお探していきます。

生活環境 インフラ 土地の歴史

法的規制 権利関係

これらの

ポイントを抑えた上で、

プロにお任せ下さい。

決して土地の利便性だけで決めずに、周

辺を回って住んでからのイメージが持て

るようになるまで決断を待ちましょう。

①スーパー・学校・病院など施設

②家の前の道路状態・騒音

この２つは最低チェックしましょう。

上下水道、ガス設備は日々の暮らしに欠

かせない需要なインフラです。必ず確認

しましょう。候補地から埋没されていな

い場合には本管から使用者が工事をする

こととなり、場合によっては多額の費用

がかかります。

家の本当の基礎は、家の基礎を支える地

盤です。確認を怠ってはいけません。雨

の日に現地を調べたり、近隣の人に過去

の災害のことを聞くことも大切です。ま

た、実際に家を建てる前には地盤調査を

しっかりと行い、必要があれば地盤改良

を行いましょう。

土地が前面道路に、２ｍ以上接してい

ないと家は建てられないという法律が

あります。前面道路幅が４ｍ未満の場

合には、建てるときに敷地の一部が利

用できないことになりますので注意が

必要です。また、前面道路が私道の場

合は権利関係の確認が必要です。

売買契約時には、土地の権利や面積を

めぐってのトラブルが起こりがちです。

そうならないためにも候補地の登記簿

は確認する必要があります。この確認

を怠れば先順位の抵当権や仮差押、予

告登記などにより所有権を失う事もあ

るので注意して下さい。

POINT

1
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ベストな土地をお勧めするために

31



ベストな土地をお探しするために

物件希望シート

●△△駅周辺、○○町、○○学区など

１.マイホームを購入しようとお考えの理由は？ ●結婚のため、脱賃金のため、家族が増えるため、子どもの進学、
思いつくものを全て書き出してみましょう。

２.ご希望のエリア ベスト３は？

●環境、間取り、建物、エリア、陽当たり、駅近、金額など３.ご希望条件 ベスト３は？

４.ご入居（お引っ越し）希望時期は？

平成 年 月頃

４.ご希望の価格帯は？

万円～ 万円

BEST
２

BEST
１

BEST
３

BEST
２

BEST
１

BEST
３
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ベストな土地をお探しするために

ランドチェックシート①

実際の現地見学の際に優先順位を付けた上で、本当にあなた様にとってベストな土地であるかどうか、ご参考にお使いいただければと思います。

物件名 見学日時 年 月 日（午前・午後） 時

まずは、あなた様の土地選びの際の優先順位を確認しておきましょう。

1.下の表の基準点の欄をお埋め下さい。（大事：３ ／ 普通：２ ／ 気にしない：１）

2.次に現地見学へ行った後、見学後の感想点の欄をお埋め下さい。（良い：３ ／ 普通：２ ／ 悪い：１）

3.判定ポイントを空欄を埋めながら計算して合計判定ポイントを出し、判定表の該当部分をご覧下さい。

▶常識的に考えず、あくまでもあなた様自身の基準や判断をお書き下さい。

小・中学校について（距離、雰囲気）

買い物度

交通便（駅までの距離）

交通便（バスなどの本数）

周囲の環境（雰囲気）

医療施設（距離、規模）

日当たり

土地の価格

土地の大きさ

土地の形状

その他希望（ ）

合 計 ×

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

＝

チェック項目 基準点
（現地見学に行く前に記入）

感想点
（現地見学後に記入）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ポイント
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あなたの理想の土地に限りなく近いと思われます。

早急に購入するかしないかの決断をした方が得策で

す。

ちょっと気になる所もありますが、あなたの希望の

建物プランが上手く入ったり、気になる部分が解決

したら、あなたにとって良い土地になるかもしれま

せん。無垢スタイルの建物プランやサービスを上手

く活用、参考にして頂いて、購入の検討をしてみて

はいかがでしょうか？

あなたの希望とは少し離れていますね。

もう少し他の土地も見学してみた方が良いかもしれま

せん。

判定表 物件の気になる点や不明点をメモしておきましょう

６０点以上

５０点未満

ベストな土地をお探しするために

ランドチェックシート②

５０点以上
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