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第三者に賃貸して家賃収入を得るための
収益用マンション
≪都市型収益用マンション分譲事業≫
木下不動産が扱うのは『都市型収益用マンション』です。
昨今の公的年金制度に対する不安から、老後に不安を
抱える人が増えており、収益用マンションは、将来のため
に資産を運用できる有効な手段のひとつになっています。
購入されたお客様が住むのではなく、第三者に賃貸して
家賃収入を得るためのマンションです。長期に渡って安
定的に収益を得られるため、お客様の未来を豊かにする
ことができる商品です。これまでに東京都心部を中心に
自社ブランド『プレール・ドゥーク』シリーズを350棟、
12,000戸の供給実績があります。

木 下不動産の特徴

Characteristic

圧倒的なブランド力
住宅・リフォーム・介護・保育・医療・エンターテインメン
トまで展開する"総合生活企業"木下グループ。業界トップ
クラスの知名度による、お客様からの信頼は絶大です。

都心部を中心に自社ブランドを展開
入居者ニーズ、地域性など考慮し、長期に渡って資産価
値を保つことが出来る東京都心部を中心に自社ブランド
『プレール・ドゥーク』シリーズを展開。350棟、12000
戸の供給実績。

紹介中心の営業スタイル
木下不動産の営業スタイルは「紹介営業」がメイン。営
業それぞれがネットワークを構築することで、紹介の連鎖
を生むような仕組みをつくっています。新規契約ルートの
70％が紹介営業です。

集客力・企画力
不動産、税金、投資、保険等のセミナーを月10回以上開
催。お客様のニーズに合わせた企画で集客することで、効
率的な営業活動が可能。さらに、独自の紹介代理店ネット
ワークを活用して、販路を拡大。

キノシタ・ライフサポート・クラブ
オーナー様には、戸建て・アパート建築、
リフォーム、介護・
保育施設入居などが割引される木下グループ独自のサー
ビスを提供することで、一生涯をサポート。

都市型収益用マンションのメリット
東京都心部を中心とした長期にわたり資産価値を維持
できる立地にワンルームタイプのマンションを分譲。
お客様は1部屋ずつオーナーになれ、自己資金も少額で
不動産投資が可能に。

1.少額自己資金でスタート
都市型収益用マンションの大きな魅力は、少ない自己資
金で始められることです。少額の資金でスタート、所有当
初から毎月安定した賃料収入を得ることが出来ます。多
額な資金が必要な金融商品に比べ、安全で安定した資
産運用が可能です。

2.安定利回り
銀行預金や生命保険が低利回りに推移しているのに比
べ、都市型収益用マンションから得られる賃料収入の利
回りは約4〜5％と高利回りで安定しています。
また、株式など他の金融商品と異なり現物という安心感
も魅力です。

3.生命保険として
お客様に団体信用生命保険に加入していただき、ローン
返済中に万が一、高度障害を負うか死亡された場合、
ローンの残債は生命保険により完済され、
マンションは
残されたご家族の手に残ります。ご家族は、継続して賃
料収入を受け取っていくことも、売却して現金化すること
も出来ます。

4.インフレに強い
現物資産は、インフレ時にも強みを発揮。インフレになる
と、通常紙幣価値は下がり、物価は上昇します。その為、
現金や有価証券は目減りしますが、賃料は物価上昇に連
動する為、インフレに対応ができるのです。また、不動産
価格そのものもインフレによって上昇します。

5.私的年金として
公的年金だけに頼れない老後、都市型収益用マンション
は安定した「個人年金」になります。受取期間が確定さ
れた個人年金と違って、所有年数の分だけ収入を得られ
ます。

6.税金対策として
不動産所得に赤字が出る場合には給与所得と損益を通
算することで、年間所得を下げ、所得税、住民税を減額す
ることが可能です。
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Job Overview

都市型収益用マンション販売営業
私たちが扱うのは「都市型収益用マンション」。価格は
1室＝約3,000万円ほどで、購入されたお客様が住むの
ではなく、第三者に賃貸して家賃収入を得るためのマン
ションです。昨今、年金対策や節税効果で注目を集めて
います。

基本的な仕事の流れ
人脈づくり・ご案内

Step

1

人脈づくりを行い、接点を持ったお客様に当社が開催する
セミナーをご案内致します。

セミナーの開催
Step セミナー内容は、不動産投資や税金対策、資産運用など様

2

々です。セミナー後のアンケートで、収益用マンションにご
興味を持っていただいたお客様に対し、次回ご提案のお約
束をします。

商談・ご提案

Step

3

作成したご提案プランを基に、資産運用のアドバイスをさ
せていただきます。

物件ご案内

Step

必要に応じて物件やその周辺をご案内します。実際にお客
様の目でご覧いただくことで、当社物件の資産価値の高さ
を実感していただきます。

4

Step

ご契約

Step

お引き渡し

5

提案したマンション経営プランにご納得いただけたら、いよ
いよご契約です。

6

お客様がマンションオーナーとなる日でもあります。その後
も賃貸経営サポートや更なる資産形成のパートナーとして、
オーナー様とは長くお付き合いさせていただきます。

あ る1日のスケジュール

One Day's
Schedule

出社・チームミーティング

10:00 チームミーティングでは行動予定の共有と確認を行います。
お客様や社内メールのチェックをします。

お客様へのアプローチ
お客様とのきっかけづくりのスタイルは人それぞれですが、
主に当社が主催する各種セミナーへご案内します。また、
ご来場予定の方へご招待状の作成や送付も行います。そ
10:10 の他、既に当社物件を所有されているオーナー様から、お
知り合いをご紹介いただくこともあります。ご紹介をいた
だけるということは、商品にご満足いただけて、信頼関係
が結べているからこそできること。そういったことが実感
できる嬉しい瞬間でもあります。

お客様へのアプローチ
お客様とのきっかけづくりのスタイルは人それぞれですが、
主に当社が主催する各種セミナーへご案内します。また、
ご来場予定の方へご招待状の作成や送付も行います。そ
10:10 の他、既に当社物件を所有されているオーナー様から、お
知り合いをご紹介いただくこともあります。ご紹介をいた
だけるということは、商品にご満足いただけて、信頼関係
が結べているからこそできること。そういったことが実感
できる嬉しい瞬間でもあります。
13:00

昼食
先輩・同期・後輩たちチームメンバーと一緒にランチ。

商談（外出）
お客様との商談へ向かいます。できる
限りお客様のライフスタイルやニーズ
を聞き取り、次の提案につなげていき
14:00
ます。実際に物件へご案内して、直帰
することもあります。アポイントは1日
1〜3件ほどです。日々、多くの方との
出会いがあることも営業職の楽しみ
の一つです。

チームミーティング
社に戻り、一息ついたところでチームミーティング。1日の
17:00
活動報告を行い、ご契約をいただけるように、チームの同
僚と一緒に今後のフォローアップ戦略を練ります。

お客様へのお礼、翌日の準備
17:10 その日に商談したお客様へお礼のお手紙を作成 。翌日に
商談があればその準備をします。
19:00 日報を記入し、業務終了

お客様対応以外での残業は原則なし。
ライフワークバランスを重視した働き方が可能。
業務終了後の時間は各々が自由に有効活用しています。
例えば……
●家族との時間
●同僚・友人・知人と食事、飲み会
●資格の勉強
●交流会、
セミナーへの参加
●趣味の時間
など、
プライベートも充実させながら人間力を高めて
新たな人脈開拓をしている方も多いです。

キ ャリアパス

Career Paths

都市型収益用マンション営業のキャリアパスは能力や
実績に応じて平等にチャンスが与えられる風土がありま
す。キャリアは個人の特性・能力・志向性によって大きく
変わってきますが、部下の管理を行う「マネジメント」、異
なる業種や職種へチャレンジする「マルチキャリア」に分
かれていきます。
「都市型収益用マンション営業」は平均
すると1〜2年程度で業務を自己完結して、一人立ちが出
来るようになります。実績に伴って役職もお任せしていく
ため、5年程度で管理職に出世する方も珍しくありません。

キャリアパスイメージ
役職

業務内容
● 各種新入社員

期待される
働き

※基本給＋歩合給

● ビジネスマナー

研修

の基本を理解し

● 電話応対

習得

● アポイント設定

１
年
目

年収例

● 仕事の流れ、商

● 見込み客の獲得

品・税務・金融・

スタッフクラス

● 上司、先輩の指

建築等の基本

（新入社員）

示に従い営業

知識を習得

年収550万円

● 上司、先輩の指

活動

示 、指 導を良く
聞き行動する
● 初契約獲得

（上司・CA同行）
● 新規顧客開拓

● 指示待ちではな

● 単独での営業

く、自分から率
先して行動する

活動

２
年
目

● 商品・税務・金

● 後 輩 社員への
基本マナーや業

融・建築等の最

チーフアドバイザー

務を指導

新の知識を自ら

（CA）

〜

（商談同行）

取得する

年収650万円

● 「宅建士」資格
取得
● 後 輩等の商談
同行
● 営業社員として

● メンバー、後 輩

自立し、目標達

の指導

３
年
目

● お客様からご紹

成意欲を持つ

介をいただく

● 自らの能力、ス
チーフアドバイザー

キルの向上を常

（CA）

に意識し、自己

〜

（商談同行）

年収800万円

研鑚に励む
● 後 輩 社 員の 身
近な手本、相談
相手となる
● 課長の補佐
● チ ーム が 目 標

● 部下のマネジメ

５
年
目

ント全般

達成するために

● 目標管理

戦術・行動計画

● 数値管理

課長

● 労務管理

（部下5〜6名を管理）

〜

● 行動管理

を立て、実行す
る

年収1,300万円

● 部下を成長させ
、新たな管理職
として育てる

マルチキャリア
木下グループには様々な異業種の会社・職種があります。
先輩たちの中には、入社当初とは別の会社でキャリアを
積んでいる方や職種変更をしている方も多くいます。自身
の適性や将来のキャリアアップを考えてグループ内で様
々な仕事にチャレンジできることが当社の魅力の一つで
す。

年収1,000万円以上も可能
実績に応じて「歩合給」を支給するため、給与は成果主
義です。頑張ったら頑張った分だけ、給与に反映される
ため、一般的な同年代の方と比較すると稼ぐことが可能
です。年収1,000万円以上の方も珍しくなく、20代で東
京都内にタワーマンションを購入する方もいます。
「成果
を公平公正に評価されたい」
「人よりも稼ぎたい」方には
ピッタリな仕事です。

社風

Job Overview

成果主義
性別・年齢・経 歴などは関
係なく、成 果・実力を公正
公平に評価。自分の頑張り
がそのまま報酬・出世に繋
がります。

よく働き、よく遊ぶ
成果を上げるため、自己成
長するための厳しさはあり
ますが、無駄な残業などは
せずに効率的に働くことで、
仕事もプライベートも充実。
仕事帰りや休日は趣味の時
間に使うもよし、自己研鑚
に使うもよし。

フラットな人間関係・自由な雰囲気
役職問わず、
「さん」付けで
呼びあうなど、先輩・上司と
の関係もフラット。仕事でも
プライベートでも相談にの
ってくれたり、食事や旅行に
いくなど公私ともに関係性
がよいのが当社の特長。

快適なオフィス環境
オフィス内にはFMラジオ「
InterFM897」が流れており
、リラックスした雰囲気。一
人ひとりのデスクスペースも
広く、パーテーションの仕切
りもあり、集中して作業もし
やすい環境。

育 児支援制度

Childcare Support System

仕事と育児を両立させるために、
さまざまな育児支
援制度を用意。
保育料優遇制度・従業員優先保育園
グループ会社「木下の保育」
が 東京・神奈川エリアで保
育園を展開。対象保育園の
保育 料 2 万円/月を会 社 負
担。従業員が優先で利用で
きる保育園もあり。

産前・産後・育児休暇
一人ひとりの環境に合わせて休暇を取っていただき、職場復
帰する方も多数。

育児時短制度・職種変更
育児期間中はお子様が第一優先、育児状況に合わせて時短
勤務や職種変更も可能。

看護休暇
お子様の体調が優れない時は休暇をとって、看護を優先する
ことも。

女性多数活躍
営業社員の30%が女性です。営業成績上位者も女性が多く
、管理職でも約25％が女性と、活躍が目立っています。育児
支援制度の充実などで、ライフステージの変化にも対応でき
る環境を整えているため、家庭と仕事を両立しながら長く活
躍している方が多くなっています。

会 社データ

Company Data

平均年齢

従業員数
男

女

全体

33歳

全体

69名

35名

営業部門

32歳

営業部門

59名

32名

開発部門

44歳

開発部門

6名

2名

管理部門

42歳

管理部門

4名

1名

※2020年10月1日現在

新卒入社率

宅建士資格取得者数※

64%

64%

月間最高契約取得数

年間最高契約取得数

9件

51件

最短契約取得
入社1ヶ月

入社1年目
最高契約取得数
20件

最短課長昇格

産休（育休）取得率

入社11ヶ月

100%

※専門講師を招き講座を開設。資格取得を支援します。
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土地活用・長期安定経営をトータルサポート
≪土地活用建築請負事業≫
木下不動産は土地を所有する地主様に対して、集合住
宅、介護施設、保育園等の建築・経営による"資産運用"
をご提案しています。所有されている土地に建物を建てる
ことで、地主様は安定した家賃収入を得ることができま
す。また、土地活用は税金対策にも有効で、固定資産税
や相続税が大幅に軽減されるというメリットがあります。

▲

木下不動産の特長

三大都市圏での集中展開
全国展開はせずに相続税対策と賃貸需要が拡大してい
る東京・名古屋・大阪の大都市圏で集中展開すること
で、地主様の資産を最大限活用し、事業としての生産性
を高めています。
一括借上げシステム
地主様にとって最も心配なのが、ご自身が所有されてい
る集合住宅に空室が出ること。この空室の不安を解消
するために、木下不動産では一括借上げシステムをご提
供しております。地主様の集合住宅をグループ会社である
「㈱木下の賃貸」が全室借上げることで、万一空室が発
生しても地主様には一定の家賃をお支払する安心の保証
システムです。
60年の歴史と実績 確かな施工力
創業から60年以上積み上げられてきた歴史と実績によ
る確かな施工力。重層下請けによる施工はせず、高い技
術力を持った専属職人組織「キノシタ マイスタークラブ」
の職人を直接手配・管理する"直営施工システム"で「品
質の良さ」と「適正価格」を両立させています。
介護施設 保育園
各自治体でもニーズが高い『介護施設』
『保育園』の建
築・運営を提案することで競合他社と差別化。木下不
動産が建築し、グループ会社「㈱木下の介護」
「㈱木下
の保育」が運営・管理することでお客様からの信頼を獲
得しています。

▲

木造から重量鉄骨まで、

柔軟に対応できる構造と商品ラインナップ
木下不動産では、木造だけでなく、軽量・重量鉄骨など、
お客様のご所有の土地に合った構造・工法で建築できる
ようバリエーション豊かな商品展開を行っております。ま
た、デザイン性の高い商品や遮音性能に優れた商品も
ご用意しておりますので、地主様のご希望に沿った建物
をつくることが可能です。

事 業背景

Business Background

■ 税制改正による相続税対策増加
2015年の税制改正により相続税の対象者が拡大、先
祖代々受け継いできた土地を守るために、アパート建築
による対策が急増中。
＜相続人数＞※1
2014年………13万人
2015年………23万人（75％増）

■ 超高齢社会による被相続人の増加
高齢者増加にともない、被相続人（死亡者）が増加。20
年以上にわたり相続件数が拡大していく。
＜死亡者数＞※2
2015年…………129万人
2040年推計……166万人

■ 三大都市圏への人口流入
地方から東京・名古屋・大阪への人口流入により、アパー
ト需要が増加。日本全体の人口が減少するなかで、三大
都市圏の人口が全人口の「51.6％」※3を占める状態に。

■ 単独世帯の増加
核家族化、少子化、晩婚化により単独世帯が増加。
＜単独世帯数＞※4
2015年…………18,418世帯/34.5%
2035年推計……20,233世帯/38.7%

■ 生産緑地法2022年問題による需要拡大
生産緑地（農地）として税金が30年間優遇されていた
土地が2022年に市場に放出される。これを機に集合住
宅等の建築需要が更に大きく拡大。
＜三大都市圏の生産緑地＞※5
13,583ヘクタール＝東京ドーム2,890個分
出典
※1 国税 庁「平成27年分の相続税の申告状 況について」より
野村資本市場研究所作成
※2 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（平成29年推計）
※3 2015年国勢調査速報値
※4 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推
計」
（平成30年1月推計）
※5 2013年国土交通省資料

会 社データ

Company Data

平均年齢

従業員数
男

女

全体

38歳

全体

63名

5名

営業部門

34歳

営業部門

46名

4名

開発部門

47歳

開発部門

17名

1名

管理部門

- 歳

管理部門

0名

0名

※2020年10月1日現在

仕 事の紹介

Job Overview

土地活用建築営業
地主様が代々ご先祖様から受け継いできた土地を次世
代へ継承するための架け橋になるお仕事です。何もない
ところに自分の提案した建物が建つ。それがこの仕事の
醍醐味です。数千万から数億円まで、スケールの大きな
仕事ができます。"土地活用のプロ"として、どのようにした
らお客様の土地を有効活用できるか一緒に考えます。入
社後は先輩や上司がマンツーマンで仕事を教えていきま
す。

基本的な仕事の流れ
営業はたびたび訪問しながら、住み心地や不具合等がな
いかお聞きし、末永い関係を築いていきます。必要に応
じてアフターメンテナンスを行います。

施工

担当 営業 設計 管理

アポイント設定

住宅地図、インターネット、電話帳、金
1 融機関などの情報資源をもとに地主様
へアプローチし、ご提案日時のお約束を
いただきます。

現場調査

2 建築計画地の状況確認と役所での調査
を行います。

１〜３ヶ月

プラニング

集合住宅、介護施設等、どのように活用
すればお客様が最適な収益を得られる
3 かを検討します。お客様からの聞き取り
内容、現地調査の結果、周辺市場の分
析に基づいてプラニング、収支計画を立
案していきます。

ご提案

4 作成したプランを金融・不動産・建築な
どの知識を踏まえてご提案します。

ご契約

5 当社の提案にご納得いただけたら、建
築請負契約を締結します。

２ヶ月

設計図・仕様決定

お客 様へのヒアリングを基に設 計図
6 （実施設計）を作成し、材料や、床・壁・
設備等の仕様、色などを細かく決めてい
きます。

地鎮祭・着工

５〜６ヶ月

地鎮祭を行って着工です。施工管理（現
場監督）は施工図、設備図面を作成、
7
職人の手配等の工事管理を行います。
※地鎮祭＝家の繁栄、工事の安全を祈
る儀式。

引き渡し

8 工事が完了し、物件のお引き渡しをして
一連の業務が完了です。

アフターフォロー

営業はたびたび訪問しながら、物件に
不具合がないかお聞きし、必要に応じ
9 てアフターメンテナンスを行います。追
加ニーズが発生する場合も多いため、
新たな提案を行っていきます。

あ る1日のスケジュール

One Day's
Schedule

10：00 出社・朝礼
朝礼では行動予定の共有と確認を行います。お客様や
社内メールのチェックをします。

11：00 商談
地主様はご年配の方が多
いので、午前中の訪問予定
も多くあります。お客様の
ライフスタイルに合わせ、
商談のスケジュールを組むことも大切です。ご自宅に訪
問する際は、好感を持たれるような清潔感のある身だ
しなみを心掛けます。また、お客様の大切な資産情報
をお伺いするので、ご安心いただけるように気を配りま
す。商談後は該当計画地へ行き、土地の状況確認を行
います。

13：30 昼食
昼食をとりながら、同期や
先輩とざっくばらんに様々
な会話をして、気持ちをリ
フレッシュさせます。

15：00 完成現場見学会
当社で施工したお客様の物件をお借りし、完成した建
築物の見学会イベントを行っています。完成直後の現
場や、竣工前の現場など、実際の当社の建築 物を間
近でご覧いただける見学会です。ご検討中のお客様を
イベントにお誘いし、完成した物件を実際にご覧いた
だくことで、具体的なイメージが湧きやすくなります。

17：00 プランミーティング
建築設計部門や賃貸物件管理部門（木下の賃貸）の
社内スタッフと一緒に、提案プランの打ち合わせをし
ます。それぞれの専門分野から知識を出し合い、お客
様にとってより一層有益なプランとなるように検討を
重ねていきます。

18：00 ご提案資料作成
調査してきた土地情報や、
プランミーティングでの検
討 結 果をまとめ、ご提 案
の準備をします。プラン図
面や収支計画などのご提案資料を、お客様にとってメリット
の高い活用方法を検討しながら作成します。

19：00 日報を記入し、業務終了

キ ャリアパス

Career Paths

土地活用建築営業のキャリアパスは能力や実績に応じ
て平等にチャンスが与えられる風土があります。キャリア
は個人の特性・能力・志向性によって大きく変わってきま
すが、部下の管理を行う「マネジメント」、専門職として一
つの仕事を極める「スペシャリスト」、異なる業種や職種
へチャレンジする「マルチキャリア」に分かれていきます。
「土地活用建築営業」は平均すると3〜5年程度で業務
を自己完結して、一人立ちが出来るようになります。自身
の成長に合わせながら、次のステージへとチャレンジして
ください。

キャリアパスイメージ
業務内容

役職

期待される働き
● ビジネスマナーの基
本を理解し習得

● 各種新入社員研修
（1〜2ヵ月）
● 電話応対

１
年
目

● 仕事 の 流れ 、商 品・
税 務・金融・建 築 等
の基本知識を習得

スタッフ
（新入社員）

● アポイント設定
● 見込み客の獲得

● 上司 、先 輩 の 指 示 、
指導を良く聞き行動
する

● 上司、先輩の指示に
従い営業活動

● 初契約獲得（上司同
行）
● 指示待ちではなく、自
分から率先して行 動
する

● 新規顧客開拓

２
年
目

後輩社員への基本
スタッフ
（新入社員へ指導）

● マナーや業務を指導

〜

● 商品・税務・金融・建
築等の最新の知識を
自ら取得する
● 営 業 社 員として自立
し、目標 達 成 意欲を
持つ

● 単独での営業活動

３
年
目

● メンバー、後 輩 の 指
導

〜

● 自らの能力、スキルの
主任
● お客様からご紹介を
上を常に 意 識し、自
（メンバー2〜3名を指導）
いただく
己研鑚に励む
● 後輩社員の身近な手
本、相談相手となる

5年目〜

５
年
目
〜

● チームの目標達 成を
● 自身の業務を行いな
がらもメンバー、後輩
強く意識し、協力をする
の指導や同行営業を
主任
● 後輩社員の手本 、教
行う
（メンバー2〜4名を指導）
育係になる
● 課長の補佐業務
● 課 長に昇 格すること
を前提に行動する
● 部 下のマネジメント
全般

10
● 目標管理
年
目 ● 数値管理

課長
（部下5〜6名を管理）

〜

● 労務管理
● 行動管理

● チームが目標達 成す
るために戦 術・行 動
計 画を立て、実 行す
る
● 部 下を成 長させ、新
たな管 理 職として育
てる

マルチキャリア
木下グループには様々な異業種の会社・職種がありま
す。先輩たちの中には、入社当初とは別の会社でキャリ
アを積んでいる方や職種変更をしている方も多くいます。
自己都合で異動・職種変更が出来るわけではありません
が、グループ内で様々な仕事にチャレンジできることが当
社の魅力の一つです。

スペシャリスト
入社当初は営業職であっても「設計」
「施工管理」など
の建築技術職へ職種変更する方もいます。技術職とは
いえ、お客様や社内とのコミュニケーションが重要な仕
事であるため、営業経験を活かすことが可能です。

人 材育成

Cultivation Of Human Resources

入社後は社会人としての「ビジネスマナー」や「仕事の進
め方」などの基礎を学ぶ"新入社員研修"に始まり、定期
的に実施される「金融」
「税金」
「CAD」
「建築」
「営業」
等の研修を実施しています。お客様に多角的にご提案を
するためには、様々な知識が必要です。もちろん研修以
外にも日々、ニュース・新聞等で情報収集を行い、関心
の幅を広げることも大事なことです。
階層別研修
新入社員
若手社員 中堅社員

実務スキル研修

社外研修

金融研修／税務研修／
CAD研修／営業研修／
建築研修

各種セミナー

新入社員研修

新入社員
フォロー研修

中堅社員研修

経営リーダー

リーダー研修

マネジメント研修

給与

Salary
5年目〜

土地活用営業は基本給以上に「成果給」で稼ぐことが
出来る仕事です。契約金額が5,000万円〜数億円と高
額になるため、1件当たりの成果給も100〜150万円程
度になることもめずらしくありません。頑張った分だけ給
与として評価されることで、よりモチベーションの向上に
もつながります。

基本給

＋

成果給

＝

給与

成果給の仕組み
請負金額の1〜1.5％を支給（営業利益により変動）
例：請負金額1億円の場合 ⇒ 最大150万円の成果給

福 利厚生

Welfare

木下グループでは社員の職場環境や従業員満足
の向上を目指し、福利厚生を整えています。

グループ関連商品割引
グループ会 社 が提 供している映 画・スポーツ・美 術 等 の
チケットを各種割引販売。更に、注文住宅・リフォーム・
マンションや介護施設のご利用等も社員価格で提供してい
ます。

住宅優遇制度
グループ会社「木下の賃貸」の対象管理物件を敷金・礼金・
更新料全額及び賃料5％を会社負担。

定年65歳・退職金制度
長期的に活躍していただくために定年は65歳に設定。長年
の功労に報いる退職金制度もあり。

木下グループはいつもあなたのそばにいる
「総合生活企業」です。

企業理念
私たちは、すべての人たちが物心両面の豊かさを実感で
きること、
これが何よりも大切だと考えます。
「豊かな生活と文化の調和」
物質的な豊かさと共に人々の心から生み出された伝統文
化を護り、同時に新しい文化の創造が調和された環境をご
提供すること。
そして、
この社会や環境を次の世代へと譲り、伝えていくこ
とこそ、私たちの使命と考えます。

メッセージ
私たちは、人が好きです。
人が好きだから、
すべての人たちが物心両面の豊かさを実
感出来る、社会を創りたい。
人が好きだから、暮らす人の笑顔がたえない空間を提供し
たい。
人が好きだから、
お客様の信頼に、心からの感謝をもって応
えたい。
これまでも、
これからも。
私たち木下グループは、お客様のそばにいる総合生活企
業です。
住まい

医療・福祉・教育

その他

新卒採用に関するお問い合わせは
E-mail
TEL

inquiry̲saiyou@kinoshita-group.co.jp

0120-790-169

※こちらからご連絡する際の着信番号は、
03-5908-2403です。

http://www.kinoshita-group.co.jp/

〒163-1309 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー9Ｆ

