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  株式会社矢島不動産管理 今月の一言 
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株式会社矢島不動産管理 
代表取締役  矢島 健太郎 

ＣＰＭ（全米不動産経営管理士） 
ＣＣＩＭ（全米不動産投資顧問） 
不動産コンサルティングマスター 
宅地建物取引士 
相続支援コンサルタント 

  地域のイベント紹介コーナー♪ 

       最近のマイブームは「ほうき」です。（笑） 
みなさんはご自宅のお掃除でほうきを使っていますか？お
庭や道路の掃除はほうきになると思いますが、自宅の中とな
ると実際にはほとんどいないのではないでしょうか。そんな
中、わたしは最近自宅用に「ほうき」を買ってみました。練馬
にあるほうき専門店さんで買ったのですが、これがまたなか
なか便利です。  
ゴミが目に付いたらぱっと掃くだけ。ワイヤレス掃除機よりも
手軽な分、非常に便利に感じます。子供のころは誰もが使っ
ていたほうき。高機能掃除機が巷にあふれる中、超アナログ
グッズの「ほうき」の味を皆さんも試してみてはいかがでしょ
うか？ 
  
 

ほうきのススメ 

  

2月10日（土）今年も練馬区豊玉北にある林稲
荷神社の初午祭が行われました。 
 
近隣のオーナー様のお顔も多数お見受けで
きました♪豊玉氷川神社宮司様の祝詞で始
まり厳かな雰囲気の式典。 
一月に降った大雪もすっかり消え、境内の梅
の花もほころぶ暖かい日差しのもと、多数の
参拝者で賑わっていました。 
 
式典の後は町会婦人部の炊き出した豚汁・お
汁粉、お酒やお刺身お餅等々が振る舞われ、
お腹も温まりました！ 
 
奉納された真新しい赤い旗が多数はためく
中、また良い一年となりますよう地元稲荷に
祈願しました。      （取材 近藤リエ） 
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 ♪地域のお店紹介コーナー♪ 

 今回ヤジマガジンが特集するのは、矢島不動産
管理北口店斜め向かいの「沖縄そば我達食堂（わっ
たーしょくどう）」です。今回もお決まりの潜入取材
♪矢島不動産の藤トリオの内藤・近藤・安藤でランチ
に行ってきました。メニューを広げると沖縄料理の
数々に、どれを食べようか、全部食べてみたいけ
ど・・・と選ぶのに必死でした（笑）考えた末に、ゴー
ヤチャンプル定食・ソーキそば（スパムおにぎり付
き）・タコライスにしました。どれも沖縄料理の定
番！３人でペロリと完食♪ゴーヤチャンプルは薄切
りでゴーヤの苦みが程よく残ってご飯が進みます。
ソーキそばはトロトロの豚のあばら肉が乗っていて
これまた美味！タコライスは全部まぜまぜしてみ 

んなで食べました。他にも気になるメニューが沢山！それは次回のお楽しみとします。 
 
さて、お忙しい中、オーナーの鈴木さんにお話しを伺うことができました。我達食堂は2011
年のオープンとの事。江古田にオープンしたのは本当に偶然で、物件がたまたま空いてい
たので、との事でしたが、「江古田は若者が溢れ活気があるね。」とおっしゃっていました。勝
手な想像で、オーナーは沖縄出身とばかり思っておりましたが、実は埼玉出身でした！しか
し沖縄愛が強く、何か事業を始めたいと思った頃、たまたま沖縄料理人さんと出会い、それ
がきっかけで我達食堂をオープンされたとか。 
ところで、沖縄そばとソーキそばの違いってみなさんご存じですか？乗っているお肉が違
うそうです！（安藤は初めて知りました）沖縄そばは豚バラ肉、ソーキそばは豚のリブ肉な
んです。ソーキそばのお肉は5～6時間煮込まれ、軟骨までとろとろです。プルプルが好きな
方はぜひソーキそばを食べてみてください。 
 

  

我達食堂

 定食に付いていたスープがとても美
味しかったのでその秘密を伺いました。
出汁は豚・鳥・かつおで取っているとの
事。沖縄は硬水のため昆布から出汁が
取れないらしく、昆布だしの文化がない
との驚き情報！定食をご注文の際はぜ
ひスープも楽しんでください。 
お店のコンセプトは「味はまじめに、雰
囲気は軽めに！」。店内はおしゃれなカ
フェのようで入りやすい雰囲気です。ぜ
ひみなさんも本場の沖縄料理を堪能す
べく我達食堂に足を運んでみてくださ
い。       （取材 安藤 薫） 
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東京は雪が降ることは少ない
ですが、たまに降ると子供の
頃の様に雪遊びをしたくなっ
たりもします。 

まだまだ寒い日が続き 
ますが、何といっても 
不動産繁忙期ですので 
元気にこの冬を 
乗り切りたいと 
思います。 

  先日、弊社の「建築プロ   
  デュース事業」の案件で 
  旭化成さんにお願いした 
物件の引渡しがありました。 
オーナー様と旭化成さんと 

江古田周辺で見かけた雪ダルマを見な
がら少年時代を思い出したり、新潟の
祖母のところへ遊びに行った思い出な
どが湧き上がってきます。 
時代が変わっても、 
変わらない風景で 
あって欲しいと思 
いました！ 
 

 久しぶりの雪で今年の 
冬は寒くて大変ですが、 
ご近所のワンちゃんたち 
は喜んで外で遊んでいます。 
我が家の猫も、ちらちら降 
 る雪には興味津々ですが、外に出てまで 
遊ぶ元気は無いようです。 
 

柿沼 光一  宮脇 円 

内藤 心太 

共に何度も何度もプランを練り、とても 
良い物件になったと思っております。 
現在、引渡からわずか10日で9室中7室の 
お申込みを頂いており、好条件でお借り
頂いております。不動産投資は「立地」
と「需要に合ったプラン」が本当に大切
であると再確認した案件でした。 

 
 

建て替えや投資物件
をお探しの方 
は是非お気軽に 
お問い合わせくだ 
さい。数十年先も 
競争力のある物件 
作りのお手伝いを 
させて頂きます。 
 

 

近藤 リエ 

この度、子どもの立体作
品が区の図工展覧会出展
に選ばれました！早速お
休みの日に作品鑑賞に
行ってきました。 

『名画のある部屋』というテーマで、 
名画を配した自分好みの部屋を立体的
に創る、といものでした。ルノワール
の絵をテレビのように見立て、沢山の
本やポップな家具に囲まれた居心地の
良さそうな部屋。「上手にできたね」
とほめると嬉しそうでした。わが子だ
けでなく、他のお子さんの作品もとて
も見応えがあり、大人にはできない 

発想の数々や、 
豊かな色彩に
感心させられ 
たひと時とな
りました。 
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渡邉 功志 

関口 紗恵 

1月下旬に久々に大雪が降
りました。 
午前中はパラパラと少し
降っている程度だったの
で、積もらないと思って 

昨年１４歳で愛犬が天国に
旅立ってしまいました。しば
らくの間ペットロスでしたが、
この度新しい家族をお迎え
しました。 

初猫ですが、お迎え初日から我が家のアイ
ドルです♡穏やかな性格で、だっこ大好き
な男の子です。この先十数年のお付き 
合いになります。末永く一緒に居られたら
いいなと思います。 
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ましたが、午後には大雪に…。 
会社から自宅まで帰るのも一苦労でし
たが、雪が降ると、外が非常に静かで、
いつもと違う空気感が好きです。 

安藤 薫 

山本 卓嗣 

下から2番目の娘が2月で5
歳になりました。 
最近は絵を描く事が好きで
家に帰ると一人でずっと描
いてます。 
 写真はそんな次女が書いた家族の絵で
す。早いもので来年は小学生になり、
長女に至っては今年中学生になります。
1年が早いなとしみじみ感じました。 
 

渡邉 功志 

突然遺産分割調停の案内
が裁判所より届きました。
よくよく読んでみると祖
母の祖父名義の土地につ
いての協議で、相手方は 

170人を超え、私の相続割合は写真
の通りのとのことでした（もちろん
放棄の手続をしました）。皆様も登
記を放置なさらないようにご注意下
さい。また、相続についてのお困り
事は弊社の上級相続支援コンサルタ
ント、内藤までご相談ください！ 
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株式会社矢島不動産管理 内藤心太 
宅地建物取引士 

不動産コンサルティングマスター 
相続支援コンサルタント 

相続相談コーナー 

学費や生活費の贈与 

今すぐチェック！相続対策実践編 ~世代飛び越し贈与~ 
お孫さんがいらっしゃる場合、すぐに実践できる将来対策をご紹介します。 

実際にかかる学費・生活費を非課税で贈与することができます。実際に大学を卒業するまでの教育・養育費用は、2,000万円弱
~3,000万円程度、と言われています。これらの費用を「親→子→孫」という贈与ではなく、「親→孫」と直接お孫さんに贈与
することで、贈与税がかからず相続対策にもなります。 

孫 

夫 妻 

子 子 

孫 孫 

妻 

孫へ直接 
財産を贈与 

世代飛び越し贈与とは？ 

孫 

夫 妻 

子 子 

孫 孫 

妻 学費・塾代・
留学費用等の

提供 

光熱費 
食費負担 

相続税法21の3①二 
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものに
ついては贈与税の課税価格に参入しない。 
（注）「扶養義務者」とは、法律上、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹並びに三親等内の親族で家庭裁判所の審判を受けて扶
養義務者となった者をいいますが、これらの者のほか、三親等内の親族で生計を一にする者もこれに含めて取り扱うものと
する（相続税法1の2一、相続税法基本通達1の2－1） 
 
相続税法基本通達21の3－4 
相続税法第21条の3第1項第2号に規定する教育費とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等を
いい、義務教育費に限らないのであるから留意する。 
 
相続税法基本通達21の3－5 
相続税法第21条の3第1項第2号の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に参入しない財
産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。し
たがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金もしくは家屋の買入代金に充当し
たような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。 

扶養の範囲内で
あれば、贈与に
当たらない 

贈与による財産減らし 
相続税を1回又は2回 
免れる事ができる 

不動産売買・相続に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   担当：内藤 
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ローンの金利を下げる交渉術！ 
金利が1%下がると年間約58万円返済減 

（1億円の30年ローンの場合） 

 例えば今使用している携帯電話の引き受けがＡ社だったとして、毎月の支払額
が負担に感じる時、同じ携帯電話の恩恵を受けられるのならば、価格が低いB社
に乗り換えを検討するのでないかと思います。同様に、ローンの金利も下げるこ
とにより、利回りが向上し、収益の拡大を図ることも出来ます。条件が合えば最
終的に数十万円～数百万円の資金の余裕が生まれ、例えば、１億円を３０年返済
する場合、金利が１％下がると年間で約５８万円の返済額の軽減になり、１０年
で５８０万円にもなります。 
この資金を生活費や他の借入の返済に回すこともできますが、その心配がないな
らば設備投資をして、物件価値を向上させることもできます。 
 
 最も効果的なのは他行への借り換えではなくて、今借りている銀行に交渉して
金利を下げてもらうことです。本来、借り換えは金融機関にとって大きな損失で
あり、良くは思われません。後々を考えて、なるべく円満に対応することが賢明
と言えます。 
 
 ここで必要となるものは「他行の金利情報」です。他行の担当者を紹介しても
らえても、あえて借換えについて相談せず、あくまで「金利何％で貸している」
という情報収集だけに徹します。それが、今借りている銀行の金利より低いこと
が最も大切なポイントです。情報収集が終わったら、現在の借入銀行に、金利交
渉の余地があるかどうかを確認します。 
 
 具体的には「他行から○％で貸してくれるという打診をいただきました。でき
れば銀行を変えたくないので、金利交渉をさせてもらえないでしょうか」となる
べく丁重に話を進めるべきです。その際、万が一他行で借り換えた場合の違約金
の有無など、借換えにいくらの資金が必要なのか？それに見合うだけの利益を確
保できるのかも念のために事前に確認しておきます。 
 
 今借りている銀行も借り換えによって他行に 
大事なお客様が移ってしまうことは本意であり 
ません。上手にコミュニケーションを取り、 
誠意をもって、粘り強い金利交渉も必要です。 
ただし、現在の担保や賃貸経営の状況が悪い場 
合には、有利に交渉を進めることが難しい場合 
もありますので注意しましょう。 
  
 

不動産ソリューションコーナー 

株式会社矢島不動産管理 

 柿沼 光一 
 

宅地建物取引士 
賃貸不動産経営管理士 



国分寺駅 

恋ヶ窪駅 

東京学芸大学 

イトーヨーカ
ドー 

マルエツ 
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オーケー 

サミット 

オリンピック 

★…大型スーパー 
①～⑩…清水開発物件 
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ポイント① 良い部屋から決まっちゃうから早めにチェック＆キープ 
         ⇒早くて早過ぎることはない！気に入った物件があったら合格発表日までキープできます。 

ポイント② 今空いているお部屋を見て、室内を確認。 
         ⇒現空物件は弊社からスタッフが車で案内します。もちろん無料！お気軽にご来店下さい。 

ポイント③ 年内に契約しちゃう。 
         ⇒気分的にも安心できる!!そして、なんとなんと、 

国分寺駅ビル『マルイ』 
 大幅にリニューアルした店内には、都内 
最大級ともいわれる「ユニクロ」がオープ 
ン。雑貨や日用品など豊富な品揃えの「ロ 
フト」「無印良品」も新店舗を展開。家電 
製品なら「ノジマ電気」があります！ 
ＣＤショップ、本屋は夜の１０時まで営業 
しているので、忙しい学生さんにも便利に 
ご利用いただけます。 

癒しの場『お鷹の道』 
 「ホタルの住む川」といわれる 
ほど綺麗な水が流れるお鷹の道。 
「全国名水百選」にも選ばれてい 
ます。 
近くの農家の方が無人露店で野菜 
を販売していたり、休日になると 
カレー屋台が出没したり・・・ 
色々な楽しみ方ができますよ♪ 

ハンバーガー『』 
 ちょっと路地裏にある隠れ家的 
なお店。かわいい店内にはテーブル 
席とカウンター席があって、一人で 
も気軽に入れちゃう♪ 
天然酵母の手作りパンを使った美味 
しいハンバーガーはボリュームたっ 
ぷりで大満足☆★ 

 

スーパー『マルエツ』 
 国分寺駅南口を出ると、目の前 
に見えるのがこのスーパー。夕方 
はタイムサービスもしています。 
スーパーには珍しく、深夜２時迄 
営業しているため、遅い時間でも 
食材やお惣菜を買う事ができます。 
コンビニに頼りたくないあなたの 
強い味方！！ 
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先着 
２０名様 

事前予約制 
参加費無料 

      
         

１ 

知っていましたか？実は日本の相続発生時の財産の約半分が不動産です。納税 
資金をどう準備するか？不動産の共有は問題の先送りにすぎず、争続の原因に 
なってしまうこともあり、相続対策＝不動産対策とも言われています。納税、節税 
と資産づくりを不動産のプロが、具体的な事例をあげながら、わかりやすく解説します。 

平成30年4月から「小規模宅地の特例」の適用要件が厳しくなります！！ 

ご予約は 
セミナー開催 
事務局まで 

 

〔個人情報について〕おあずかりした個人情報につきましては、弊社にて厳重に取り扱います。お問い合わせの回答、また弊社からご連絡させていただく場合以外の目的で利用いたしません。 

■申込み電話          ０３－３９５３-３４４６ 
■申込みＭａｉｌ Ａｄｒｅｓｓ    info@realestate.ne.jp 

株式会社矢島不動産管理   TEL03-3953-3446 
東京都練馬区旭丘1-75-12 ヤジマビル1階 

練馬・中野・豊島区のオーナーのためのお役立ちセミナー  

会場 

⇒ 

⇒ 

ご参加頂いた方々に 
この本を無料で 
プレゼント!! 

（水） 

14：00 ～ 16：30 

講師紹介・・・・・売買から賃貸管理ま
でワンストップで対応。優良テナントの
誘致や成約価格を上げるなど、自分
たちの力と努力で地価も上がると信
じ日々活動しています。不動産コンサ
ルティングマスター、相続支援コンサ
ルタント、宅地建物取引士、二級ファ
イナンシャル・プランニング技能士。 
 
 

講師 

㈱矢島不動産管理 

内藤 心太 

日時 

 
旭丘地域集会所（西武池袋線「江古田駅」徒歩５分） 

練馬区旭丘１－５８－１０ 

水

受付 

相続対策セミナーとは・・・ 

要予約 

●ゼロからわかる「相続」のキホン 
●相続対策のここがポイント！ 

最大限の家族の幸せ × 最大限の資産を家族に残す 
  

これが「相続対策」の目的です！！ 


