
インターネット使用料無料化で他物件と差別化を。
今やインターネット環境は必要不可欠です。

入居者満足に最も費用対効果の高い設備をローコストで導入！
住宅を傷つけない工事で可能です。
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インターネットマンションシステム

インターネットは今や生活必需品です！
全国民の約84％、なんと5人に4人以上がネットユーザーの時代です。
インターネットは今、電気・水道・ガスに続き生活インフラとして定着しています。
幅広い利用方法があり、仕事・生活に密着し、今後もよりインターネットの需要は拡大すると考えられます。

ビジネス　商取引　株取引　銀行取引　資料のやり取り　電子メール

買物　ネット通販　お取り寄せ　ネットオークション　本・電化製品　洋服・雑貨・家具等
コミュニティ　ホームページ　ブログ　ツィッター　フェイスブック　メール等

情報検索　地図　グルメ情報　店舗情報　レシピ検索　ニュース等
予約　飛行機　新幹線　ホテル　映画

不動産でもインターネットは浸透しています。
マンション・ハイツでは 広告・雑誌等では 不動産検索サイトでは

インターネット対応物
件がほぼ標準となっ
ています。

オススメポイントとし
て必ず紹介されてい
ます。

特集が組まれる程注
目されるようになっ
ています。

勉強　通信教育　語学学習　辞書　レポート等
遊び　映画・動画　音楽　ゲーム　各種ダウンロード
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インターネットマンションシステム

入居者様・オーナー様・管理会社様。すべてのお客様にご満足頂ける、
それが です。

人口減少・過剰供給・既存入居者の流出などによる空室率の上昇を抑えるため、リノベーションや礼金の廃止、管理体
制の強化等様々な試みが行われる中、【インターネットマンションシステム COMNET】は多くのオーナー様・管理
会社様から注目されています。競合物件と差別化し、付加価値をアップさせる設備としてご好評頂いております。

インターネット利用料を無料に。物件の付加価値がアップ！

導入

既存入居者の流出防止 家賃の下落防止他物件との差別化

入居者様
インターネットの手続き
無しで利用できて、負担
も少なくなりワンランク
上の良いお部屋に住み
替えができました。

管理会社様オーナー様
COMNETのサービス
導入がきっかけで早期
に満室にでき、さらにわ
ずかに家賃をアップす
る事ができました。

差別化で、入居者募集
時の反応が良いです！
まだ導入されていない
オーナー様にもぜひ、
おすすめしたいです！
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インターネットマンションシステムイン

入居者様に喜ばれる理由【1】
従来のインターネットは、手続きに時間がかかりますが…

あらかじめ建物にインターネット回線・設備が導入されていますので、入居された当日からインターネットが使えます。
回線サービス業者や、プロバイダーとの契約は必要ありません。
あらかじめ建物にインタ ネット回線 設備が導入されていますので 入居された当日からインタ ネットが使えます

は、入居したその日から、すぐに使えます！

従来のインターネットは、
手続きに時間がかかる。
開通まで実に約1ヶ月～3ヶ月
かかります。

STEP 1
店舗や電話でのお問い合わせ
お引越しの際にインターネットのサービスを探
す。（不動産会社に問い合わせ）

STEP 2
お申し込み
インターネット回線とプロバイダの両方のサー
ビスに申し込む。

STEP 3
宅内工事
宅内で機器の設置や設定が行われるため、入居
者は立会いが必要です。

STEP 4
設定
パソコン設定サービスは工事とは別の日時で、
立会いに、ほぼ丸一日かかる場合があります。

STEP 5
開通
ようやくインターネットに接続。光ファイバーの
場合、約4～5,000円/月額

すぐに使えます！

LANケーブルは家電量販店
等で販売されています。

引越し当日STEP 1

ネットにつながるSTEP 3

接続するSTEP 2

24時間使い放題！

お引越し後、パソコンと
LANケーブルを用意する。

部屋に設置された専用の
差込み口に、パソコンと
LANケーブルをつなぐだけ。

コムネット スタンダード コムネット Wi-Fi

お引越し後、スマホを用意
する。

Wi-Fiコンセントにある、
SSIDを見てパスワードを
スマホに入力する。
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インターネットマンションシステム

入居者様に喜ばれる理由【2】

今やインターネット料金は、電気・ガス・水道・携帯電話の料金と同じく、生活に必要な固定費として入居者の方に考えられています。

生活費を抑えるという事は、固定費を抑えるという事。
インターネットマンションは、大変理にかなったマンションなのです。

同じ家賃・同じ条件の物件が2件あった場合、
入居者様はどちらを選ぶでしょうか？

水道水道
携帯

ガス
電気

家賃

水道水道
携帯

ガス
電気

家賃

今やインタ ネット料金は 電気ガス水道携帯電話の料金と同じく 生活に必要な固定費として入居者の方に考えられています

なら、インターネット使用料無料！！

従来の物件

携携携帯

パケット料金
3,000円～5,000円

パケ ト料金パケ ト料金

インターネット利用料金
4,000円～5,000円
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インターネットマンションシステム

入居者様に喜ばれる理由【3】

最新のウィルスにも対応。面倒な設定は一切不要。台数分の契約不要。プライバシー保護も万全。新 対応 倒 定 切 台数分 契約 プ バ 保護 全
なら、セキュリティーも万全です。

のウイルスチェックメールなら安心です！

設定不要で簡単。

ウイルスチェック標準装備のメールサービス。
ウイルスの感染原因の多くはメール経由です。

ウイルスチェックは常に最新のウイルス対策を心がけておりますが、
新種ウイルス等、完全に防ぎきれない場合もございます。

一般的なウイルス対策ソフトは定義ファイルの更新が必要ですが、
弊社のシステムはすべてサーバーで自動処理しています。常に最新
のウイルスに対応可能で安心です。

最新のウイルスにも対応しています。ポイント1

ウイルス対策ソフトのインストール、面倒な設定等は一切不要です。
利用開始後すぐに万全の体制です。

面倒な設定は一切不要です。ポイント2

会社・自宅・出先等、どこからでもアクセスできる弊社のシステムで
す。契約はメールアドレスごとですので、ウイルス対策ソフトのように
パソコンの台数分を用意する必要はありません。弊社のシステムに
ご使用のメールを取り込めば、すべて一括してチェックできます。

パソコン台数分の契約は不要です。ポイント3

ポイント4
VLAN機能搭載のスイッチングハブにより、各戸のネットワークを遮
断してプライバシーを保護します。遠隔管理により通信の開通や遮
断、ポート解放など設定変更が現地へ足を運ぶことなく行えます。ま
た障害の発生時には遠隔にて問題個所の分析ができ、復旧作業の
早期化にも活用できます。

プライバシーの保護も万全です。 今までのインターネットなら…

自分で設定

ソフトの購入 不明点はメーカー
問い合わせ

インストール コールセンターに
繋がりにくい

メールアドレスを無料でひとつプレゼント！専用申込書に記入し郵送するだけ。

さらに！
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インターネットマンションシステム

オーナー様に喜ばれる理由【1】

高速インターネット・Wi-Fiが入居者様の満足度に大きな影響を与えています。

「インターネット・Wi-Fi無料」は新たな価値を生み出しています。

入居率が上がり、既存入居者様の流出が抑えられます。

無料でインターネットが使用できる環境は、入居者様が求める人気の条件です。インターネッ
トは今や生活に無くてはならないメディアとなり、入居者様はパケット代も含めると、月々約
5,000円～10,000円、年間で約60,000円～120,000円ものコストを投じています。そ
れが無料で使用できるなら、入居者様はそのマンションに大きな魅力を感じ、物件選びの大き
な決め手となります。
また既存の入居者様は一度インターネット無料を経験されますと、大きなメリットを評価され
退去率が下がります。
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インターネットマンションシステム

オーナー様に喜ばれる理由【2】

導入したインターネット設備と、ネットワークカメラ・ハードディスク内蔵のデジタルレコーダーを
組み合わせて稼働させます。
導入したインタ ネ ト設備と ネ トワ クカメラ ハ ドデ スク内蔵のデジタルレコ ダ を
防犯・監視用のシステムも安価で構築できます。

家賃滞納者の物件への出入りや、違法
駐車の監視も可能です。デジタル高画
質録画が長期間保存できますので、事
故等があった時にも記録・証拠を残すこ
とが出来ます。
また、カメラがある事で犯罪や悪質な
訪問販売への抑止効果もございます。

オートロック等の高価な設備を導入し
なくても、セキュリティーマンションとし
て、入居者様にアピールできます。女性
入居者様の取込みもしやすくなり、ゴミ
捨て場や駐輪場に取り付ける事によっ
て、入居者様のマナー向上を図る事も
可能です。

防犯面の安心感がアップします。入居
マナーの良いマンションは住み心地が
良いですね！
悪質な訪問販売も減り、落書きやイタ
ズラなども無くなり、安心・安全、清潔で
快適な生活を送る事ができます。

入居者様からのお電話にも、事務所・自宅にいながら
パソコンで現状を確認しながら会話が出来ます。

管理会社様は オーナー様は 入居者様は
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インターネットマンションシステム

インターネット使用料を賃料に含めると、入居者様にとっては月々のお支払いは実
質下がりますが、オーナー様の収入は増加します。【ネット使用料無料】は魅力的な
環境で、かなりのお得感があります。これにより、賃料を下げること無く付加価値を
付けて、上記の様に賃料の値上げも可能になります。

インターネットが
有料の場合
インターネットが
有料の場合

賃料45，000円賃料45，000円

ネット代　5，000円
入居者様個人でご契約
ネット代　5，000円

入居者様個人でご契約

賃料とは別に、プロバイダ業者
+回線事業者に5，000円

入居者様の
月々の出費

50，000円導入前

インターネットが
無料の場合
インターネットが
無料の場合

賃料48，000円賃料48，000円

ネット代無料ネット代無料

賃料にインターネット使用料を含みます

入居者様の
月々の出費

48，000円
賃料を上げたのに
月々の出費は
2，000円お得に！

導入後

オーナー様に喜ばれる理由【3】・【4】

+アルファの付加価値を付けて
家賃の下落を防ぎます。

コムネットの導入は
節税対策にも
つながります。

（1）一括でお支払い頂いた場合

建物附属設備として減価償却を行うことができます。

導入費用を

月々のリース費用を経費として計上することができ
ます。また、リースをご利用頂くと機器に動産総合保
険がオーナー様のご負担無しで掛かるようになりま
すので、万一の時もご安心頂けます。

（2）リースでお支払い頂く場合

導入で節税対策に。
さらに、付加価値を付けて家賃の下落を防ぎます。
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インターネットマンションシステム

管理会社様に喜ばれる理由
入居者様にも、オーナー様にも喜んで頂けます。

大学生のAさん
インターネット完備の物件を探していたと
ころ、Wi-Fiまで無料で使える物件が見つ
かり、予算面もピッタリだったのですぐに決
めました。
大学の友達は有料でインターネットを使っ
ているので、自分が何だか得をした気分で
す。その分の浮いたお金を学費や生活費
に回せるので非常に助かっています。社会
人になってからも住む事になりそうです。

社会人のBさん
転勤が急に決まり、仕事でインターネット
の使用が不可欠なので、引越しの当日か
ら、すぐに使える物件を探しました。
通信費は固定費なので、その分を削減でき
るのは、とても助かります。
会社からは家賃の補助は出ますが、通信費
の補助は無いので、無料でインターネット
が使用できる環境は、本当に有難いです。

オーナーのMさん
最近、空室が出始めて家賃を下げるか、新た
な設備投資をするか迷っていました。そん
な時コムネットを勧められ導入したところ、
空室もすぐに新たな契約が決まりました。
また、退去される予定の方もインターネット
使用料無料化に魅力を感じ、残って頂くこと
になりました。まさに一石二鳥でとても助
かっています。

退去率が下がれば、その都度頭を悩ませていた募集賃料の下げ交渉や、大がかりなリフォーム等をオーナー様に提案する機会が
少なくなります。また、入居率の高い人気物件になりますので、賃料を下げる必要が無くなり、安定した家賃収入を見込めます。

入居者様の声 オーナー様の声
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インターネットマンションシステムインインターネットマンションが
大好評な、もうひとつの理由。
インターネットマンションは、管理会社様・オーナー様に
コストのかからないシステムで「費用対効果が高い」からです。

管理会社様のご負担

オーナー様の初期費用※注1

オーナー様の月々のご負担※注2

ゼ　　ロ

※注1　リース使用時です。リースをお使い頂くと工事費を含め初期費用はかかりません。
※注2　既存入居者様にオーナー様の月々の費用を負担して頂くプランです。
　　　 物件により諸条件が変わる場合がございます、詳しくは営業担当がご説明致します。

では、そのような
ご負担はありません！

高価な設備の導入
賃料を下げる等

通常、毎月5000円もの
メリットを出そうとするに
は、それ相当のコストがか
かります。
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インターネットマンションシステム

コムネットなら導入もカンタンです！
最短2～3週間でインターネット開通！

サービス内容の概要・資料送付など、お電話・
FAX・メールで24時間体制で随時受け付け
ています。物件調査の依頼等、ご相談は無料
です。

お問い合わせ1

担当スタッフがお伺いし、サービス内容等を
丁寧にご説明させて頂きます。疑問点等は
納得いくまでお話し下さい。オーナー様への
直接のご説明も可能です。

ご訪問2

施工内容をご確認頂き、ご契約内容・お支払
い方法をご承諾の後、ご契約完了となりま
す。弊社でオーナー様との直接契約の手続
きをさせて頂く事も可能です。
回線利用とプロバイダーサービスがワン
セットになっておりますので、ご契約はシンプ
ルです。

ご契約5

専門の技術スタッフが棟内・宅内工事を迅速
に丁寧に施工致します。既存の入居者様との
アポイント取り等も弊社で致します。また導
入後のアフターフォローも万全です。

インターネット開通時期は地域や設備状況に
よって異なる場合がございますので、あらかじ
めご了承ください。

設備導入工事6

現地調査にもとづいて、LAN構築の設計等
のお見積りを提出致します。

お見積り4

技術スタッフが現地調査し、物件に最適の施
工をご提案いたします。オーナー様・管理会
社様の立会いも可能です。

現地調査3

インターネット開通！
最短2～3週間で
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インターネットマンションシステム

皆様より弊社に寄せられる、よくあるご質問の
一部をご紹介いたします。

同じ敷地内に複数の物件がある場合、
契約は別々ですか？

まとめて一つの物件としての導入は可能ですが、お
見積りは別途になりますので、ご相談下さい。A

同
契

A
Ｑ オーナー様へ直接説明して頂けますか？

もちろん可能です。一部地域を除き、弊社の担当者
がオーナー様と直接お会いしてお話を伺います。
ぜひお気軽にご相談下さい。

A
オＱ

工事後のサポートはどうなりますか？
弊社は工事後のアフターサービスに力を入れてお
ります。引き続きしっかりとサポート致しますので、
どうぞご安心下さい。

A
工事Ｑ

セキュリティーは万全でしょうか？
弊社はセキュリティーにも力を入れております。業
界最高レベルの機器を設置し、サポート致しますの
で、どうぞご安心下さい。

A
セＱ

工事の連絡は、どうなりますか？
施工前から施工後まで、進行状況を逐一ご報告致し
ます。施工完了後には写真入りの工事完了報告書を
お持ちします。

A
工Ｑ

入居者様へのサポートはありますか？
入居者様のインターネット環境をしっかりサポート
し、トラブル発生時には迅速に対応致します。A

入居Ｑ

今まで使用していた他のインターネット
設備を入れ替える必要がありますか？

そのまま併用してご使用頂けます。コムネット導入
によって他のインターネットサービスや設備が使え
なくなる事はありませんし、入居者様がこだわりを
お持ちの場合は他を選択されることも出来ます。

A

今
設備

A
Ｑ

工事費の目安は？
物件により様々ですので、どうぞお気軽にご相談下
さい。簡単なお見積り金額を提出させて頂きます。A

工事

A
Ｑ

工事の際に立会いは必要ですか？
必要ありません。弊社ですべて施工致します。A

工

A
Ｑ

すぐに工事をお願いしたいのですが、
どの程度の日数がかかりますか？

混雑時期にもよりますが、最短で10日程度を予定
しております。概ね約2～3週間はお待ち頂く事に
なります。

A

す
ど

A
Ｑ

節税効果は、どの程度でしょうか？
物件により様々ですので、どうぞお気軽にご相談下
さい。簡単なお見積り金額を提出させて頂きます。A

節税

A
Ｑ

インターネットやWi-Fiの設定は
難しいですか？

従来のインターネットと違い、パソコン側の設定は
特にありません。お手持ちのパソコンを室内にある
LAN差込口に接続するだけで利用が可能です。

A

イ
難

Ｑ

インターネットに接続するための
機器は必要ですか？

従来のインターネットのように、モデム等のレンタル
機器は必要ありません。パソコンにLANが付いてい
ればOKです。

A

イ
機器

A
Ｑ

今使っているプロバイダーを
継続できますか？

継続利用は可能ですが、メールアドレスを継続使用
したいという場合は、プロバイダのメールアドレスだ
けのプランをお勧めします。変更方法等、不明な点
はご相談ください。

A

今
継続

A
Ｑ

両方共使用可能です。必要な機器をお持ちでない
場合は、お近くの家電量販店でお買い求め下さい。
Wi-Fiプランの場合はパスワードの入力をして頂け
れば、そのまま利用が可能です。

無線LANやWi-Fiは使えますか？

A
無線

A
Ｑ

入居者様より オーナー様より 管理会社様より
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もう今更インターネット無料マンションを導入しても、お客様の気を引かないだろう
と思われている皆様、実は今だからこそ導入しないといけない理由があるのです。

①今時はスマホが普及していてパソコン
を使う人が少ないからいらないのでは？

今、スマホユーザーはパケ放題がなくなり、大容量のパケットプランに変更することを
余儀なくされているか、少ないパケット量の中で、できるだけパケットを使わないように
やりくりしています。
また、自宅でPCを使われる方は、光回線使用量とプロバイダ料金合わせて、毎月、
4,000円～5,000円お使いになっています。

皆様が導入されない理由は以下の様な感じではないでしょうか？

②インターネットマンションも珍しくなくなった
ので、物件の差別化につながらないのでは？

確かにインターネットマンションは増加しております。だからこそ導入が必要だと考えます。
ライバル物件がインターネットマンション導入済の物件なら、お客様の選択肢に残るためには
最低限同じ設備を導入しておくべきではないでしょうか？

③コストパフォーマンスが悪いのでは・・・？

イニシャルコストや毎月のランニングコストが高ければ、いくら良い設備やサービスでも
導入する価値はないでしょう。
弊社のインターネットマンションシステム「コムネット」なら、工事費にもリースが
利用可能です。

④今の時代に対応したシステムになっていない
のでは？
「コムネットWi-Fi」では最新型のコンセント埋込式Wi-Fi 端末を使用しております。
有線 LANポートとTELポートを搭載し、見た目も実用性も優れています。
また、共用部からの電源で作動いたしますので、部屋内のコンセントから電源を供給
する必要がなくなりますので、配線が見えることもありません。

⇩ ⇩光回線利用料、プロバイダ料、
月々リース料、保守管理料含めて

光回線利用料、プロバイダ料、
月々リース料、保守管理料含めて

月々 月々1,080 1,250円 円（税別） （税別）

コムネットなら、20戸のマンションの場合で、

有線 LANプランなら Wi-Fi プランなら

導入後のフォローもお任せ下さい。上記の導入後の毎月の費用の中には保守管理料が含まれております。
入居者様からのご質問や、万が一の不具合にも弊社スタッフが直接対応いたします。

インターネットの事が全くわからないので、入居者様に質問を受けたり、不具合があったときにどうすればいいの？

1戸辺り 1戸辺り

〒663-8114 兵庫県西宮市上甲子園2丁目8番15

E-mail : t.okamoto@smooth-pm.com  FAX 078-330-8881

コムネット スタンダード コムネット Wi-Fi

でも、まだあるもう一つの不安・・・。

相談
お
無料！！
相

無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料

ご相談
お見積

り

無料！！
お気軽にお電話下さい。

～ ～

ろう
と思われている皆様、実は今だからこそ導入しないといけない理由があるのです。

皆様が導入されない理由は以下の様な感じではないでしょうか？

今こ
そ！！インターネット

もうもうもうもうもうもうもう今更インターネット無料マンションを導入しても、お客様の気を引かないだろう

こそ

無料マンションへ！


