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ーやお出かけを目的に駐車場を“使いたい方”をマッチングする「軒先パーキング」、

店舗の空き駐車場やビルの空きスペースを“貸したい方”と物販催事や販促の場所

として“利用したい方”をマッチングする「軒先ビジネス」のインターネットサー

（担当：桑原） ＴＥＬ：

 

16 階 

社が展開していた賃貸住宅事業を統合し

万 9 千戸（2016

外投資家向けサービス、コンサルティングサービス

自由が丘小松ビル 102 

「全国の“もったいない”空きスペースの活性化」を企業理念とし、自宅の駐車場

やアパート・マンションの空き駐車場、月極駐車場などを“貸したい方”とレジャ

ーやお出かけを目的に駐車場を“使いたい方”をマッチングする「軒先パーキング」、

店舗の空き駐車場やビルの空きスペースを“貸したい方”と物販催事や販促の場所

として“利用したい方”をマッチングする「軒先ビジネス」のインターネットサー

ＴＥＬ：０３－６９０１－６５１０

社が展開していた賃貸住宅事業を統合し

2016 年 3 月末時点）の賃貸住

外投資家向けサービス、コンサルティングサービス

「全国の“もったいない”空きスペースの活性化」を企業理念とし、自宅の駐車場

やアパート・マンションの空き駐車場、月極駐車場などを“貸したい方”とレジャ

ーやお出かけを目的に駐車場を“使いたい方”をマッチングする「軒先パーキング」、

店舗の空き駐車場やビルの空きスペースを“貸したい方”と物販催事や販促の場所

として“利用したい方”をマッチングする「軒先ビジネス」のインターネットサー

０３－６９０１－６５１０

社が展開していた賃貸住宅事業を統合し

月末時点）の賃貸住

外投資家向けサービス、コンサルティングサービス

「全国の“もったいない”空きスペースの活性化」を企業理念とし、自宅の駐車場

やアパート・マンションの空き駐車場、月極駐車場などを“貸したい方”とレジャ

ーやお出かけを目的に駐車場を“使いたい方”をマッチングする「軒先パーキング」、

店舗の空き駐車場やビルの空きスペースを“貸したい方”と物販催事や販促の場所

として“利用したい方”をマッチングする「軒先ビジネス」のインターネットサー

以 上

０３－６９０１－６５１０ 

社が展開していた賃貸住宅事業を統合し、

月末時点）の賃貸住

外投資家向けサービス、コンサルティングサービス

「全国の“もったいない”空きスペースの活性化」を企業理念とし、自宅の駐車場

やアパート・マンションの空き駐車場、月極駐車場などを“貸したい方”とレジャ

ーやお出かけを目的に駐車場を“使いたい方”をマッチングする「軒先パーキング」、

店舗の空き駐車場やビルの空きスペースを“貸したい方”と物販催事や販促の場所

として“利用したい方”をマッチングする「軒先ビジネス」のインターネットサー

上 

 


