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ありがとうの輪を未来へ 。
https://www.links-g.com/

株式会社リンクス・エステート
株式会社リンクス・ビルド
株式会社リンクス・アドバイザリー

LIN

ありがとうの輪を未来へ。
感 謝を伝 える言 葉「 ありがとう」。
リンクスグル ープ で は お 客 様 や 地 域との 繋 がり（ 輪 ）を何よりも大 切 にし 、
一 生 お 付き合 い の できる存 在として「 1 0 0 年 企 業 」を目指します 。

当 社グループは 発 足 以 来 、千 葉 県 北 西 部 エリアを主 要 基 盤とし、
地 元 資 産 家 様 に 対 す るコンサ ルタント業 務 を 通じ 、資 産 の 有 効
活 用 、相 続 対 応 、事 業 資 産 の 運 用などをご 提 案して参りました。
現 在 は 、上 記 基 盤を拡 大し 東 京 都 2 3 区 、埼 玉 県 、神 奈 川 県を含
む1 都３県 の 地 元 資 産 家 様を中 心に賃 貸 マンションの 企 画 開 発 か
ら設 計・施 工・管 理・アフターメンテナンスまで 徹 底した 総 合 技 術
で対応し､管理しております｡また不動産の売買、仲介、リフォーム、
入 居者様の管理まで､フルサポート体制でのご提案をさせていただい
ております 。
常 に お 客 様 の 立 場 に 立 ち 、品 質 へ のこだわり、環 境 へ の 配 慮 は
勿 論 の 事 、短 期 的なものよりも長 期 的なビジョンを大 切にし、住んで
いる人 が 住 み 易く、そして 気 持 ち が 晴 れ や か になる建 物を提 案
しております 。そんな「ひと」にやさしい 提 案 から、夢 や 希 望を形に
していくお 手 伝いを、
リンクスグループ社 員 一 同 、全 力で取り組んで
参ります 。

株 式 会 社リンクス・エステート
代表取締役

目谷 祐 輔
株 式 会 社リンクス・ビルド
代表取締役社長

目谷 太 樹
株 式 会 社リンクス・アドバイザリー
代表取締役会長

目谷 一 幸

事業

リンクスグループの事業フロー

Our Business

リンクス・ビルド

リンクス・エステート

お客様のご要望に添った土地を選定したのち、事業収支も
考慮した事業収支計画をスピーディにご提案します。

アフターフォロー

リンクス・エステート

▲

企画設計・プランニング

建物管理
（ＢＭ）

▲

賃貸管理
（ＰＭ）

▲

施 工

▲

設計・監理

▲

企画設計
プランニング

▲

東京都２３区内を中心として、千葉県、埼玉県、神
奈川県の主要都市の駅から徒歩１０分圏内の入居者
需要の高い物件を提供します。
また､｢住居系か商業系かを見極め､その地域や市場
に合った土地活用方法」についてご提案します。

▲

▲

土地仕入・土地診断

土地仕入
土地診断

▲

リンクス･ビルドでは、マンションやオフィスビルなどの新築・改修工事を行っています。建設プロジェクトの企画段階から、
設計・施工・管理・アフターメンテナンスまで総合技術で対応します。また､グループ会社であるリンクス･エステートと
連携することで､不動産の有効活用のご提案や資金調達を含めたご提案にも対応でき､入居者募集管理･アフターフォロー
に至るまで、お客様に対して不動産に係る一貫したサービスをリンクスグループ全体でフォローします。

リンクス・ビルド

設計・監理

品質と価格の両面からお客様のニーズに沿った設計を行うだけでなく､最新設備を導入
する等入居者様にも魅力ある建築設計を行います。また､関係諸官庁への諸手続きの
代行も行います。

【企画・構想】土地調査・事業計画の検討

【基本設計】基本設計図書の作成

①お客様のご要望の把握

②法令上の諸条件の調査

①構造・設備協力設計事務所の選定

③事業計画･土地利用計画･施設計画に関する調査､検討

②現況測量・地質・土壌汚染・電波障害等、各種調査
③諸官庁との事前相談

【基本計画】基本計画案・提案書の作成

④基本計画に基づき、基本設計図（意匠･構造･設備等）の作成

①基本設計に必要な諸条件の調査

【実施設計】実施設計図書の作成

②基本計画案の作成・検討

③お客様のご要望・諸条件を設計条件の形に整理

①実施設計に必要な諸条件の調査

④工事見積書の作成、賃料の査定・調査

②諸官庁との事前協議

⑤建設スケジュールの確認・検討

③確認申請の手続き、省エネ法の届出

⑥お客様のご要望に沿った事業収支計画の提案

④基本設計に基づき、実施設計図（意匠・構造・設備等）の作成
⑤工事見積書の作成

マンションを中心として、テナントビル・飲食店・
福祉施設・学校等の建築施工業務を行っています。
お客様に満足して頂けるよう、特に次の点に留意
し、安心、安全な施工を心がけています。

適切な賃料設定、入居者募集をお客様に代わって行う
ほか、マンションの賃料収入を高めるためのさまざまな
取り組みを行っています。

●オーナー様の負担を減らす
１０年間ノンメンテナンスを目指した施工

●大手不動産ポータルサイトを中心とした幅広い広告

●建物の高品質、工期の短縮、低コスト化の実現

●保証会社との連携による貸主様への家賃滞納などのリスク軽減

●各工程ごとの検査を行った上でさらにお引渡し前に
２回の社内竣工検査を実施するなど徹底した品質管理
● Ｉ Ｓ Ｏ 取得における共通書式による
書類管理により、
部署内検査と記録管理を徹底

●サブリース契約などによる一括借り上げシステムの導入
●テナント・入居募集、契約更新、退去時の手続き
●案内、リーシング業務、募集に向けてのリフォーム対応
●賃貸借契約の締結
●賃料の回収や滞納者への督促
●トラブルやクレームへの対応や、室内修繕対応
●原状回復工事についての折衡

※1 PM…Property Management 対象不動産の資産価値を高めるための不動産の運営管理を行う業務
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建物の付帯設備の保守･管理に幅広く対応することで､美
観を保ち､資産価値を維持向上させることに努めています｡
また､入退去に係る業務･折衝､日々のトラブル対応など、
迅速で安心いただけるアフターサービスをきめ細かくご提
供し､お客様に係るご負担を最大限軽減します。
●建物設備の保守管理
●建物の工事管理
●法定届出業務の代行
●防火管理業務・消防計画・
消防設備点検・届出・整備
●日常清掃・定期清掃・
特別清掃・植栽維持管理
●管理物件巡回・報告書作成
●２４時間監視システムによる
防犯対策、火災・EV・
給排水設備・機械式駐車場等の異常監視

アフターフォロー

お客様の大切な資産を長く活かしていただくために
は、建物の維持管理は欠かせません。当社では専
任スタッフによる定期巡回点検を実施し､お客様の
建物の維持管理をお手伝いしています｡
《中長期のアフターサービス》
【定期巡回点検／定期点検】
●定期巡回点検：初期不良対応、
３ヶ月目、１年目、２年目の定期巡回を実施
●定期点検：５年目、１０年目の定期点検を実施
（構造や防水など建物の重要な部分の点検）
3ヶ月目

お引き渡し

●施工前から施工後まで、
近隣住民への諸問題等に対する
迅速な対応と徹底した安全管理

●地元企業ならではの細かい情報分析に基づく的確な賃料設定

建物管理（ＢＭ※2 ）

▲

賃貸管理（ＰＭ※1 ）

▲

▲

▲

施工

▲

１年目

２年目

▲
定期巡回点検

▲

５年目

10年目

△

△

定期点検(長期保証箇所)

※2 BM…Building Management 個別のビルの管理運営における現場業務全般
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特徴

Our Strengths

当社グループの強みは、「不動産に係る総合プロデュース力」、「お客様目線に立った資産価値の高い物件を企画・設計・
施工できるノウハウ」、それを支える「少数精鋭社員を育成する社内制度」にあり、それらによって「不動産の運用を安
心して任せられる体制や仕組みが確立」できているところにあります。また、「信頼や信用を醸成するお客様、取引先と
の良好な関係」および「優良管理物件の保有」も当社の強みといえる知的資産です。

リンクスグループの

総合プロデュース力

●資産の有効活用・運用ノウハウ
●金融機関との深いつながり

●アドバイザリー・ファームとの連携

●評価の高い
プロパティ・マネジメント
（各種賃貸管理）
●管理人の配置による維持管理の充実

お客様の目線
に立った
資産価値の
高い物件企画

お客様の目線
に立った
設計・施工

●情報交換できる取引先

不動産に係る

● ＩＳＯ９００１に基づく設計・開発体制

●オーナー様の負担を減らす高品質な施工

●厳しい社内検査基準による
徹底した品質管理

●近隣住民に配慮した安全管理
●専門分野に特化した
多様な協力会社との連携

総合プロデュース力
不動産活用の企画および賃貸・建物管理においてはリンクス・エステートが、設計・監理、施工、

建物のアフターフォロー対応はリンクス・ビルドが担っています。このように不動産活用において、

企画から施工、物件管理まで一貫して社内で対応できる体制および総合プロデュース力を持つ

点が強みです。中堅の企業で地域に密着してこうした一貫したサービスを提供しているところは
他にはないと自負しています。

人材育成

LINKS ESTATE

LINKS BUILD

●資格取得サポート・研修制度による有資格者育成

●モチベーションを高める充実した福利厚生

不動産の運用を安心して任せられる

体制や仕組みを確立

高いリピート・紹介率

安定したサービスの提供

《地域密着でお客様の不動産を一元管理できるメリット》
①お客様との円滑なコミュニケーション

②責任の一元管理

当社の設計者や施工担当者は不動産オーナー様や入居者様と

グループ企業内での連携したコミュニケーションとサービス提供

もお客様の生の声を伺うことがよくあります。

において、責任を一貫して取れる体制がある点がお客様にとっ

直接面識を持つ機会も多く、施工中だけでなく、お引き渡し後

そのため、お客様のご要望を、間接的に伺うよりもはるかに正

●お客様との長期にわたる良好な関係

●顧客満足と信頼に繫がる協力会社との
良好な関係

信頼と信用
を醸成する
取引先基盤

信頼と信用
を醸成する
立地にある
自社物件

確かつ迅速に、設計、施工、物件管理に反映させていくことが

●駅から徒歩約４分にある本社および
自社施工・自社管理物件

でき、付加価値の高い不動産提供と住みやすい住空間を実現

により､不動産活用の企画から設計･施工､物件管理に至るフロー
ての魅力と信頼に

つながっています。

しています。

また地元密着でビジネスを展開しているため、お客様の不動産

があるエリアに精通しており、その地域特性、立地特性に合っ

た事業性の一番高い物件の形態(カタチ)をご提案することが
できる点もメリットです。
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訴求

Our Appeal
お客様目線に立った資産価値の高い物件企画

蓄積された資産の
有効活用・運用ノウハウ

顧客への融資斡旋・資金調達を
円滑にする金融機関とのつながり

アドバイザリー･ファームとの連携による
土地･建物の価値向上のご提案

の提案や資金調達、運用ノウハウを活か

当社は銀行出身者が在籍していることに
より、金融機関と非常に良好な関係を築

当社では、優秀な弁護士、税理士、社

会保険労務士を顧問に迎え、お客様の

に合わせた仕様を提案し、後々も集客率

は、自社における安定した資金調達を可

めに必要な適切かつ的確なアドバイスを

これまでに蓄積された不動産の有効活用

して、駅に近い物件を仕入れ、また地域
が高く、事業性の高い物件を企画し資産

価値の下がりにくい建物を企画します。

評価の高い
プロパティマネジメントの実施

オーナーに代わり、賃貸管理を行うプロ
パティマネジメント｡当社はメンテナンス

いています｡金融機関との強いつながり
能とする他、お客様が不動産を最適に活
用するための支援を得やすいという観点

からも重要なポイントです。

直接雇用の管理人の配置による
物件の維持管理

当社はお客様が所有する管理物件へ ､直接

当社グループのノウハウ蓄積につながっ

ています。

情報交換できる取引先との関係
地域密着で事業展開してきた強みとし

建設会社の存在が挙げられます。その地

す。顧客満足度が高く、安定した利益を

メンテナンスやアフターに活かし､さらに次

もたらすノウハウをご提供します。

の設計･施工の建築物につなげていきます。

のモチベーションを上げてもらうための

社員に資格取得を奨励するだけでなく、資格学校の費用を会社が負担し、宅地建物取引

イレクトに収集することで、迅速な対応を

図ることができます｡ヒアリングした情報を

の半数以上が監理技術者の資格を取得している他、一級建築士の取得率も高く、最高品

当社グループは建物や建築のトータルコーディネートを可能にする人材が豊富です｡社員

いただいています。そして、その知見は

契約までの交渉、家賃回収、トラブル対

応など、収益を高める運営までを行いま

モチベーションを高める
充実した福利厚生

質の設計、施工の実現を担っています。宅地建物取引士の資格を持つ社員が多数在籍し、

て、地域の不動産やお客様の動向につ

住民の方からのご不満や問題等の情報をダ

資格取得サポート・研修制度による
有資格者の育成

土地・建物を資産として有効活用するた

雇用の管理人を配置しています｡そのため、

の他、収益アップの提案やテナント誘致

人材育成

いて情報交換できる地元の不動産会社、

お客様の不動産に関わる相談に適切に対応できます。

士及び、建築施工管理技士等の資格取得を確実なものにする体制を整えています。ビジ

ネスマナーや能力向上のための投資も積極的に行っています。

能力向上
研修
資格取得
支援制度

域のその時その時の状況やお客様の

ニーズに合わせた適切な不動産活用や建

◎セルフマネジメント研修
◎ビジネスマナー研修

資格取得者数

宅地建物取引士
管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士

二級積算士
測量士
第一種衛星管理者

物の施工提案ができます。

施策のほか、社員同士のつながりを強く

したりするための課外活動も積極的に
行っています。

福利厚生

２３人
２人

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

８人

監理技術者
一級建築士
◎宅地建物取引士取得
二級建築士
（学費全額会社負担）
一級建築施工管理技士
◎一級建築士取得
二級建築施工管理技士
（取得費９０万円まで会社負担）
一級土木施工管理技士
一級管理工事施工管理技士
一級造園施工管理技士

◎施工管理技士取得

社員が安心して仕事に打ち込み、仕事へ

１４人
７人
１人

◎独身者用社宅の提供と家賃一部負担
◎がん保険への加入
◎会社負担による健康診断の受診
◎産休・育児休暇制度
◎ボウリング同好会・大会
◎ゴルフコンペ
◎暑気払い・新年会・忘年会
◎スポーツ試合観戦

１２人
１人
２人
１人
１人
１人
１人
１人

０

５

１０

１５

２０

２５

（令和元年８月１日現在）

お客様目線に立った設計・施工
「ＩＳＯ９００１｣に基づき
部署内検査と記録管理の徹底

建設業界では建物の構造体の管理や、
設計の妥当性など、各種データの検査が
細かく規定されています。当社は２００７年

９月に建築物の設計、工事監理、及び施
工 に お ける「ＩＳＯ９００１」を 取 得｡検 査､

記録等について社内外を問わず、徹底し

信頼と信用を醸成する取引先基盤

１０年間ノン･メンテナンスを
目指した高品質な施工

厳しい社内検査基準による
徹底した品質管理

お客様との長期にわたる良好な関係と
信頼の厚いパートナー企業の存在

駅から徒歩約 ４ 分にある本社および自社施工･自社管理物件

高い品質な「ＲＣ 造物件」。当社は耐震性、

えで、さらにお引渡し前に２回の社内竣

高い物件企画力、長期的な資産価値を提供できる責任体制など、

る清潔感あるきれいなビルで目立つ存在であり、当グループの

物件を多く手掛けています。 ＲＣ造物件

理を行っています。竣工時における検査

コストパフォーマンスに優れ､資産性も
耐火性、メンテナンス性に優れる ＲＣ 造

にはコスト増や工期の長期化といった面

もありますが、可能な限り工期短縮と低

当社では､各工程ごとの検査を行ったう
工検査を実施するなど徹底した品質管
項目は全１３項目で､チェック箇所は１３２

く、天井裏やクローゼット内の目に見え

うことを日頃から社員に認識させていま

分野に特化した協力会社と提携していま

も見逃さないように､１回目と２回目の検

他、近隣へのご挨拶、道路の清掃なども

で施工が進み、速やかな対応と連携を実

います。お客様に納得と満足をしていた

民のご迷惑を最小限にして、事故・トラ

等にも即時相談が可能です。

徹底して行います。騒音等による近隣住
ブルを未然に防ぎます。
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現します。施工途中の細かな変更、問題

線で確認することを常に意識しています。

当社グループの本社は JR 船橋駅から徒歩４分ほどの場所にあり

ます。当ビルは本社ビルとしての機能を果たすほか、駅近にあ
旗艦店舗としての役割も果たしています。

そして､ご満足と信頼を継続するためには、要望を確実に形に

はもちろん、ゴルフコンペなどを開催して懇親を深めています。

専門分野に特化した
多様な協力会社との連携

す。当社の意向をしっかりと理解したうえ

ています。

建具等の取り付け状態の確認だけでな

近隣住民への配慮・諸問題等に
迅速な対応と安全管理を

す。基本的な作業所内の整理整頓などの

ご提供サービスについてお客様から高い評価と信頼をいただい

できる高い能力と技術を持つ協力企業の存在が欠かせません。

コストを実現します。

当社では設計、施工分野において専門

当社はユーザーの視点に立った設計・施工に加え、資産価値の

箇所もあり､検査者はお客様､入居者様目

た総合管理に努めています。

「工事現場が一番の広告塔になる」とい

信頼と信用を醸成する立地にある自社物件

一致団結して質の高い仕事を連携できるようにコミュニケーション

ない部分のつくり、タイル・塗装面の仕

上がり、フローリングのわずかな傷まで

査では異なる者が確認するなど徹底して
だくために、お引き渡しをする際に少し

の妥協も許さない万全の対策をとってい

ます。

▲取引先とのボウリング大会
千葉ジェッツふなばし
マスコットキャラクター｢ジャンボくん｣ ▲取引先と年２回の
ゴルフコンペ
を招いて

リンクス・エステート本社

リンクス・ビルド本社
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実績

Our Works

当社グループでは、これまで数十の住宅施設をはじめ、商業や福祉・厚生施設を含む施工および、管理を行っています。
多様化するニーズに対応し､高度な技術とＩＳＯによる品質管理を確立｡１０年間ノン･メンテナンスを目標に､確実な技術
と人に優しいデザインで、人と人をつなぐ建物を施工しております。

（仮称）京橋２丁目テナントビル

狭小地の物件ながらも外観、内観のデ
ザイン性に優れ、室内空間の広さ、快適
さを限りなく追求した物件です。

（仮称）岸町７丁目店舗

老舗飲食店の建替え工事。
内観、外観ともに品質と造りにこだわり抜いた物件
です。
木の温もりなどを重視して、目を引くポイントに木材をふんだんに使用。
純
和風建築を ＲＣ造で実現しています。

（仮称）船橋本町６丁目テナントビル
設計計画やデザインについて打合せを
繰り返し行い、地域のランドマーク的な
物件を目指した物件です。

オフィスのシステム化、インテリジェント化への対応を始め、時代のニーズを考慮。
デザイン性や機能性、利便性を追求し、躍動感ある建物を提供しています。

（仮称）岸町７丁目マンション

店舗併用共同住宅。店舗と併用の為、
周辺環境や防音、区画に考慮したマン
ション。
当社の代表的な規模物件です。

（仮称)太平１丁目マンション

モノトーンのスタイリッシュなフォルムが街並みにひときわ映える１５ 階建
ての外観｡シックに纏めた美しいコントラストがシャープな印象を深めて
います。

（仮称）
ビルドマンション･Ｍマンション
同一敷地を２分割しながらも､シンメトリーに
建物を企画し２物件で一つの物件に見える
よう設計。
スケール感のある建物です。

地域環境との調和をめざし、あらゆる立地条件や利便性を住む人の視点で考え分析し、
豊富な技術ノウハウで、安全性とくつろぎのある快適な空間を提供します。

residential building

commercial building
& welfare facilities

商業と
福祉・厚生施設

住宅施設
（仮称）社会福祉施設新築工事

社会福祉施設の為、入居者の利便性を最優先に考
慮した物件です。

リノベーション

（仮称）専門学校 4 号館

学 生 生 活を快 適に過ご せる事を考 慮した建 物
です。

大きな建築費を必要とする建て直し工事ではなく、外観や内装リニューアル工事、あるい
は給排水設備や電気設備など、建物設備のリニューアル工事を行います。
また大規模改修工事などさまざまなニーズに対応し、お客様の建物の健康を維持します。

renovation
（仮称）
日本橋大伝馬町マンション

居住者が都市生活を快適に過ごせる広さを確保し、充実した
設備を揃えています。開放感のある明るいエントランスが特徴
です。
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（仮称)マンション弐番館建替工事

構造偽装事件に該当し、諸官庁との協議
を経て解体工事を行い、その後新築工事
を行った物件です。

（仮称）坪井町マンション

大学近郊という立地条件で､学生向けの斬新なデ
ザインかつクオリティの高いマンション｡２００６年の
法改正後、県内初の確認申請を下付。
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成長戦略

新事業への展開

Our Future Vision and Strategy

２ ０ ２ ０ 年の東京オリンピック・パラリンピック開催まで、首都圏の不動産事情は大きく変化することが予測されます。
この機会を捉え、当社の知名度を高め、より資産価値の高い物件の企画･建設･管理を目指していくことで大きく
成長し、さらにお客様に対してより良いサービスの提供を行っていくことが使命と考えています。

既存事業の強化
１００% 自社施工体制の確立

社会貢献

既存事業の精度向上
優れた社員の採用と育成

将来のビジョン
既存事業基盤の強化
《しっかりとした事業基盤の確立》
２０２０年ビジョン達成のために、まずは既存のお客様や関係取
引先との関係をさらに深めながら、既存事業の強化と収益性の
確保を図っていきます。そのために、不動産業者との連携を強
化して優良物件をリーズナブルな価格で取得できる仕組みを確

社会貢献

アドバイザリー・ファームとの連携による
土地・建物の価値向上提案ノウハウの蓄積

当社グループは､企業も社会の一員であり、人と社会に役

迎え、お客様の土地・建物を資産として有効活用するために必

も、社会と共生し、健全な持続的発展に寄与する社会貢献

その知見はプロパティマネジメントにおける当社ノウハウの蓄積

社会貢献活動としては「日本赤十字」｢国境なき医師団」

当社では、優秀な弁護士、税理士、社会保険労務士を顧問に
要な適切かつ的確なアドバイスをいただいています。そして、

立つ活動を積極的に行っていく必要があると考え、社会の

一員として信頼と尊敬を得られるよう努力しています。今後
活動を推進してまいります。

立していくとともに、組織的な新規顧客開拓に臨んでいきます。

につながっています。

および「ユニセフ」への寄付を定期的に行っています｡

ブランドおよび技術力を強く外に向けて発信していきます。

既存事業の精度向上と
１００％自社施工体制の確立

２０１０年からは｢盲導犬チャリティコンペ｣に毎年協賛会社

それと同時に ＩＴツールも活用しながら、当社の安全と信頼の

新規事業への展開
《これまでのノウハウを活かした新たな挑戦》

これまで資産の有効活用の手段として主にマンション建設に特化

してきましたが、立地条件によってより事業性の高い物件形態を
お客様が幅広く選択できるよう、介護付き老人ホームの建設やホ

テル建設などにもそのノウハウを活用していきます。そのために

１００％自社施工が可能な体制を整備していくために､技術力の

として参加し､協賛金およびゴルフコンペの賞品提供等を行っ
ています。

高い、当社の理念に共感してくれる協力会社の新規開拓と現場

また､地元密着で成長してきた当社グループは､

管理者の｢採用･育成｣を強化していきます。また、その協力会

２０１４年からプロバスケットボールチームの千葉

社と連携して、コストダウンや省コストが図れる新たな施工方法

ジェッツふなばし、２０１６年春からプロ野球チーム

（製造のユニット化など）の開発に取り組んでいきます。

の千葉ロッテマリーンズ､女子プロテニスプレイ

ヤーの澤柳璃子選手や、３人制公式バスケット

また、海外投資家のニーズを把握することで、彼らが要望する

既存事業強化、新規事業展開を可能にする
優れた社員の「採用と育成」

に対して専有卸物件（当社が用地を取得し、設計、建設した物件）

材の採用が急務です。そのために､会社説明会等での当社の方

▲千葉ジェッツふなばしのパートナーとして協賛

安定して１〜２名の新卒の方に入社してもらえるよう努めていき

◎リンクスグループは、
プロバスケットボールチーム千葉ジェッツふなばし、

物件に関する目利き力や技術力のさらなる強化を図っていきます。

ような事業性の高い物件を提供していくことや、ディベロッパー

上記の取組みを実現させるために､社内においても安定した人

を提供できるスキームを確立することで、目標必達に向けて挑

針や魅力の発信､新卒者向けの研修に力を入れていき､毎年、

戦していきます。
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ます。

▲盲導犬チャリティコンペの協賛

ボール３ｘ３（スリー･バイ･スリー）のTOKYO
DIME も応援しています。

▲澤柳璃子選手

プロ野球チーム千葉ロッテマリーンズ、
プロテニスプレイヤー澤柳璃子選手、

３人制公式バスケットボール３ｘ３TOKYO DIME の公式スポンサーです。
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会社概要

Company Information
ロゴマークについて

会社名「リンクス」にこめられた想いリンクス・ビルド、リンクス・エステート、リンクス・アドバイザリーと当社のグルー
プ企業には「リンクス」という名称がついています。この「リンクス」には、設立当初よりお引き立ていただいたお客
様を始め、当社と関係のあるすべての取引先様との輪を表し、皆様と一心同体であり続けることをお約束するものです。

http://www.links-g.com

会社情報
株式会社リンクス・エステート

株式会社リンクス・ビルド

沿革
1994年12月
有限会社リンクス設立

1994

現･代表取締役会長の目谷一幸が前職の銀行員を退職後、有限会社
リンクスを設立。
銀行マン時代に築いた”生きた人脈”を駆使して､保険
業務を中心に事業は順調に推移。

1999年9月
株式会社リンクス・エステート設立

1999

資産運用、不動産の有効活用など資金面を含めた相談が増加。
ニーズに
対応すべく､９９年に株式会社リンクス･エステートを設立｡不動産有効
活用のコンサルティング､業務提携による建築の斡旋など業務を拡大｡

代表者 代表取締役会長 目谷 一幸

代表者 代表取締役 目谷 祐輔

設立年月日 平成１１年９月２日

代表取締役社長 目谷 太樹

所在地 本社：

千葉県船橋市本町７丁目１１番３号 カルドブレッサ１階
ＴＥＬ ０４７-４２１-３５５３ ｜ ＦＡＸ ０４７-４２１-３５５２

東京営業部：

東京都中央区人形町３丁目３-５ 天翔人形町ビル５０７号
ＴＥＬ ０３-６２３１-１７３３
資本金 ２,０００万円

従業員数 ４４名（令和元年８月、マンション管理人含む）
取引銀行 千葉銀行・千葉興業銀行・りそな銀行・常陽銀行
群馬銀行・京葉銀行・三井住友銀行

事業概要 土地建物売買・仲介、賃貸および管理
許認可 宅地建物取引業者免許

このロゴはエステート、ビルド、アドバイザリー３つの会社の
シンボルカラー「グリーン」
「ブルー」
「イエロー」を融合さ

国土交通大臣（２）第８３６９号

加盟団体 （社）全国宅地建物取引業保証協会会員
（社）千葉県宅地建物取引業協会会員

認証取得 ＪＡＰＨＩＣマーク取得(登録番号１８０７１２００２１(０１))

設立年月日 平成１７年６月２日

所在地 千葉県船橋市本町７丁目１０番１号 ＳＵＣＣＥＥＤ船橋５階
ＴＥＬ ０４７-４６０-５２２２ ｜ ＦＡＸ ０４７-４６０-５２２０
資本金 ４,０００万円

従業員数 ３５名（令和元年８月）

事業概要 総合建設業・一級建築事務所・土地建物売買・仲介
取引銀行 千葉銀行・千葉興業銀行・りそな銀行・常陽銀行
商工組合中央金庫・京葉銀行・三井住友銀行

許認可 一級建築士事務所

千葉県知事建設許可

千葉県知事宅建業免許

知事登録第１-１５０８-６４５６号

知事建設許可（特-２７) 第４２５９９号

知事登録（３）１５５８３号

加盟団体 （社）千葉県建築士事務所協会会員

（社）全国宅地建物取引業保証協会会員

2005

2007年9月
リンクス・ビルドが関わる建築物の
設計・工事監理及び施工におけるISO9001を取得

2007

リンクス・ビルドの設立当初は、お客様の資産有効活用として、
マンション
経営のご提案と建設に従事し、数年かけて自社施工を可能にする体制を
整備。

2010年2月
初のリンクス・ビルド自社所有物件
「ソレイユM津田沼」購入

2010

１０年２月にリンクス・ビルドの代表取締役社長に目谷祐輔が就任。

（社）千葉県宅地建物取引業協会会員

認証取得 ＩＳＯ９００１認証取得（登録番号 ＢＣＪ-ＱＭＳ-０８６０）
※認証範囲(建築物の設計、工事監理及び施工)
ＪＡＰＨＩＣマーク取得(登録番号１８０７１２００２０(０１))

株式会社リンクス・アドバイザリー
代表者 代表取締役会長 目谷 一幸

設立年月日 平成２９年１２月１日

所在地 千葉県船橋市本町７丁目１０番６号 ソレイユＭ７階
ＴＥＬ ０４７-４６０-５２２２ ｜ ＦＡＸ ０４７-４６０-５２２０
資本金 ３００万円

従業員数 ２名（令和元年８月）

事業内容 不動産コンサルタント、不動産売買および管理
許認可 宅地建物取引業者免許

千葉県知事（１）第１７３３２号

加盟団体 （社）全国宅地建物取引業保証協会会員
（社）千葉県宅地建物取引業協会会員

関係取引先の建設会社が業務を撤退。
同企業を従業員含めて譲り受ける。
コンサルティングから建築までのトータルサービス提供を整えるため、
０５年にリンクス・ビルドを設立。

2005年6月
株式会社リンクス・ビルド設立

2013年5月
株式会社リンクス・エステートが
東京都中央区京橋に東京営業部を新設

2013

2015年7月
株式会社リンクス・エステートが
本社所在地を「カルドブレッサ」へ移転

2015

2017年12月
株式会社リンクス・アドバイザリー設立

2017

2018年4月
株式会社リンクス・ビルドが
本社所在地を「SUCCEED船橋」へ移転
2018年8月
初のリンクス・エステート自社所有物件
「カルドブレッサ」購入

オフィスビルやテナントビル､福祉施設等､さまざまな物件の建築､改修、
修繕を行い､業容を拡大｡顧客の新規開拓やリピート案件も増加し､売上
を大きく伸ばす。従業員の資格取得を奨励。
１３年に東京営業部を新設。不動産ビジネスにおける情報収集力の
向上と新たな市場の開拓に挑戦。

当時社長、目谷一幸の「お客様、第一主義」の理念を引き継ぎ、
１７年１２月にリンクス・エステートの代表取締役に目谷祐輔が就任。

2018

2019

１９年８月にリンクス・ビルドの代表取締役社長に目谷太樹が就任。

お客様へのサービス向上とさらなる事業拡大を
目指し、優秀な人材確保と教育の推進、新たな
サービスの拡充を進めていきます。
LINKS GROUP｜ 14

