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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 

       
   

  
 

「地域密着」不動産会社の意義 

 最近、都内地方含めて、セミナーの機会を多くいただき
ます。毎回素敵な出会いがあり、とても楽しいです。この仕
事を始めたときは人の前でお話をするような機会を頂く
ことなどまったく想像をしていませんでしたが、いまでは
100人くらいであれば緊張はしますが話ができるようにな
りました。今回も家主様5000人のネットワークを誇る公益
社団法人東京共同住宅協会の谷崎会長からお声をかけて
頂き、地域密着の不動産管理会社代表としてお話の機会を
頂きました。 
 私は近隣オーナーの利益を守る存在として、地域密着
の不動産会社の可能性を信じています。オーナーの利益
を最優先する姿勢、倫理観がなければ大切な資産を守る
ことはできません。売却の相談をうけても、オーナー様の
目的を考えたら売らない方がいいケースもあります。最新
の不動産経営情報を収集して、現場の正しい状況をオー
ナーの皆様にお伝えし、提案していくこと。まだまだ出来
ていないことも多いかと思いますが、もっともっと皆様の
お役立ちができるように頑張っていこう思います。 
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EKO ON!!江古田音楽祭へ行ってきました！ 

 今回ヤジマガジンが特集するのはEKO ON!!江古田音楽祭です。 
EKO ON!!江古田音楽祭は『音楽と人と心が集まる江古田に！』をスローガンに年に一度催される音
楽祭です。はじまりは2017年。江古田を素敵な音楽の町にしていくために始まったEKO ON!!音楽祭
ですが一日、土日だけの開催ではなく約一か月ほどの長いスケジュールで多くの公演を見ること
が出来ます。 
  

（取材 細越葉月） 

 今年は10月13日（土）から始まり11月３日（土）まで行われまし
た。もちろん同じ場所で毎日公演があるわけではありません。 
江古田駅南口広場や日本芸術大学藝術学部エントランス広場な
ど様々です。こちらの会場では入場無料で野外コンサートを楽し
むことが出来ました。ほかにも１０月１９日（金）には珈琲ぶな、ほ
ろっほ・カフェ/さえずる酒場で公演が行われておりました。野外
コンサートでだけはなくお酒を楽しみながら見ることが出来る
公演もありました。 
 ２０１７年から始まったEKO ON !!江古田音楽祭は地域の方から
音楽が好きな方など多くの方に楽しんでもらうことが出来る素
敵なイベントです。皆様はどのEKO ON!!に触れることが出来たで
しょうか？今年見ることがなっかた方にも今回の記事で興味を
持って頂けたら嬉しいです！矢島不動産管理では EKO ON!!江
古田音楽祭のこれからも追っていきたいと思います！！ 
 

https://2.bp.blogspot.com/-sGec_su9wSg/U7O61I-cqpI/AAAAAAAAiTk/eBb1Vbh3TRc/s800/setsumeikai_seminar.png
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氏名 田中 祥子（たなか しょうこ） 

出身地 岐阜県各務原市か大阪府富田林市 

部署 東長崎店 

入社年月 平成30年8月 

休日の過ごし方  ごろごろしながら映画鑑賞 

最近嬉しかったこと 92歳の祖母から久しぶりに手紙が届いた事 

好きな言葉 捨てる神あれば拾う神あり 

   ひとこと 
いままでいろいろな業種・職種で積んできた経験をお客様の為に活か
せたら幸せです。 

 スタッフ紹介   新しい仲間が加わりました♪ 

    矢島不動産管理 東長崎店のご紹介！ 

 先月号でご報告させて頂きました、矢
島不動産管理東長崎店のご紹介です！ 
 
 東長崎で長年営業を続けられてきた
「誠光物産」が「矢島不動産管理 東長崎
店」に名前を変えてオープンしました！
（誠光物産は昭和48年に設立の落合南長
崎・東長崎・椎名町エリアを中心とした、地
域密着の不動産会社です！） 
 東長崎店が加わったことによって、矢島
不動産管理もますますパワーアップで
す！本店・江古田北口店・東長崎店3店舗
体制で地域を盛り上げていきます。今後と
もどうぞ宜しくお願い致します。 
 

 西武池袋線東長崎駅に矢島不動産管理 新支店「東長崎店」がオープンしました♪ 
  

【東長崎店】 
〒171-0052  東京都豊島区南長崎5-27-13  
株式会社矢島不動産管理 東長崎店  
TEL：03-3950-8481 FAX：03-3565-0325 
  



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 

西友 

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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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 
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税理士、司法書士、不動産・相続コンサルタントが 

“同時”に“その場”で皆様のお悩みを解決します！ 
 

“各種メディア出演多数”相続問題のプロフェッショナル 

「ランドマーク税理士法人」の税理士も相談員として参加します！！       
         

〔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。 

会場 

日時 
 

【運営事務局】株式会社矢島不動産管理 

練馬区旭丘１－７５－１２ヤジマビル１階 

専門家 
対応 

相談 
無料 

秘密 
厳守 

「不動産」・「相続」に関する事でしたら 
どのようなご相談でもお気軽にお問い合わせください！ 

☎ ０１２０-０７-２５２５ 

お問い合わせは運営事務局の(株)矢島不動産管理まで 

【
相
談
例
】 

Ｑ ： 既に納税した相続税を還付できるって本当？ 
Ａ ： 5年以内のものであれば見直し後に還付できることがあります。 
  

Ｑ ： 相続税はいくらくらいかかるのか？ 
Ａ ： 税理士がその場で概算を計算できます。 
  

Ｑ ： 所有不動産を売却した方がいい？ 残しておいた方がいい？ 
Ａ ： 税金面でのアドバイスはもちろん、「争族」にならない方法などをお伝えします。 

オーナー  ニ コ ニ コ 
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どんなお庭でも 

しろくまクリーンサービス㈱は 

㈱矢島不動産管理の清掃会社です。 

経験豊富なスタッフがお伺いします。 

物件の除草 

エアコンクリーニング 

スポット清掃 

ルームクリーニング 

定期清掃 

03-3992-4690 
しろくまクリーンサービス 

〒176-0011 東京都練馬区豊玉上1-3-4 

どんなお部屋でも どんな物件でも 

まずはご相談ください 

TEL 

住所 
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し ろ く ま 
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あ 

その他の売却物件に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   

12月 特選投資物件のご紹介！ 

１棟マンション 
（未公開物件） 

販売価格：１１３,０００,０００円 
  

表面利回り約５.１６％！！ 

売ビル 
西新宿ウェールビル 

販売価格：２億９,０００万円 
  

表面利回り約５.５８％！！ 

平成2年築！ 
屋上防水済！ 
外壁修繕済！ 

「西新宿五丁目」駅より 

徒歩１分 

価格下がりました！ 
  

満室稼働 
方南通り沿い 

杉並エリア（内覧可） 

最寄駅より徒歩７分 

新耐震 

鉄筋コンクリート造 

検査済証あり 

中庭があり 

デザイン性の高い物件です 
  

約４５坪の土地！！ 
  

土地値近くで取得可 
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」」 

その他の売却物件に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   

12月 特選投資物件のご紹介！ 

１棟マンション 
新宿区市谷長延寺町 

販売価格：２億８,８００万円 
  

表面利回り約４.９６％！！ 

「市ヶ谷」駅より 

徒歩３分 

１棟アパート 
港区白金 

販売価格：２億８,０００万円 
  

土地値坪単価２８１万円！！ 

敷地面積３２８.６２㎡ 
（約９９.４０坪） 

「白金台」駅より 

徒歩５分 
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 宮脇 円 

祇園にできた新しい美術館に行ったり、嵐電
に乗って嵐山に行き、そこから人力車で嵯峨
野のほうを散策したりとものすごく定番の
コースですが充分楽しめました。学生時代の４
年間は京都に住んでいましたが、観光地に
なっているところには全く行く機会がなかっ
たのですごく新鮮でした。久しぶりに離れて
暮らす家族とも会えて良い休日となりました。 
 

 10月に遅い夏休みをいた
だき、母と姉で京都旅行に行
きました。旅行といっても比
較的実家から近いので日帰り
旅となりましたが、久しぶりの
京都を満喫しました。 
 
 

 
 

 突然、飛行機が見たい！と
なってしまい、平和島公園とい
うところに行きました。公園ま
での道中、間近に迫るものすご
い量のコンテナを見るだけでも
なかなかの感動を覚えます。 

内藤 心太 

 いざ公園に着くと今度は間近に迫る大きな
飛行機がどんどん飛んできます。海沿いの公
園なので東京にいるということを忘れてしま
うような感覚になりました。海と飛行機とコン
テナを見にまた来たいと思います。 
 

関口 紗恵 

 先日、日光に旅行してきま
した♪修学旅行以来だった
のでベタに日光東照宮に行
き、しっかり観光してきました。 
 東照宮や三猿、五重塔等、少し前まで改修
工事をしていましたが、行ったときにはほ
ぼ終わっていて、色鮮やかになっていまし
た！学生の時と、少し大人になってから行
く日光とでは感じ方が違うので、非常に楽
しい旅行でした！ 
 

  

柿沼 光一 

のでおすすめです。場所は浦和美園駅と言う
場所からすぐ近くです。 

  
 夏は終わりましたが、埼玉
県には秋に開催される花火
大会があります！ 
年に一回開催していますが、
まだまだ認知されていな
いからか比較的空いている 
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https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_9_FsbLeAhVFUbwKHXUFDOMQjRx6BAgBEAU&url=https://frame-illust.com/?p%3D345&psig=AOvVaw3XF0QIA33ewWD2xddEO4Uz&ust=1541133800573988
https://2.bp.blogspot.com/-tm-6UzRRGt4/UYurc43vARI/AAAAAAAAR0A/M2dhgTPNSTY/s800/kouyou_temple.png
https://4.bp.blogspot.com/-bbdeJizTdK4/UUhH3mNbBxI/AAAAAAAAO4g/VZGSD_Tq14M/s1600/airplane.png
https://4.bp.blogspot.com/-_3_Hua-2ehY/WI1zf3hT50I/AAAAAAABBZI/FqqR58-_c0c_kQf50_o2Y3Uydl7SjwnIwCLcB/s800/hanabi_kaichu.png
https://4.bp.blogspot.com/-8F4_JGGNxGU/Vm7ac0lMrkI/AAAAAAAA1q4/4bRrqHUB8J8/s800/landmark_nikkou_tousyougu.png
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安藤 薫 

 先日、息子の野球チームが練馬
区の代表として、東京都知事杯マ
クドナルド・ジュニアチャンピオン
シップという大会に出場してきま
した。4年生に混ざり、3年生ながら 

渡邉 功志 

 お蔭様で9月に受検したＦＰ２級に合格致しました。 家
計だけではなく相続や保険、税制についても学べる良い
機会となりました。実務に活かしていけるよう精進して参
ります。 

細越 葉月 

 寒さが肌を撫でるような季
節になって参りました。ふと温
かい飲み物が飲みたくなり前か
ら気になっていたロクアーチェ
のホットミルクを飲みに行きまし
た。 

マシュマロとクリームが
トッピングされとても可
愛らしいです。カップの
赤さも相俟って一足早い
クリスマス気分を味わう
ことが出来ました。何種
類か味が楽しめるようで
したのでまたふらっと寄
りたいと思います。 

スタメンで出場させても
らいました。残念な試合結
果となりましたが、大きな
大会に出る機会を与えて
頂きよい経験となったと
思います。マイペースな
息子ですが、もっと上手
になりたい！と思ってく
れるといいなと思います。 

 小学校と保育園の運動会が
ありました！長男は小学校最
後の運動会でしたが雨で午前
中のみとなってしまったのに翌
週の保育園の運動会は快晴で
した（笑） 
 末っ子も運動会だったのに喘息で運動会前

日に入院に・・・ 
バタバタでしたが何とか乗り切れました！ 
 

山本 卓嗣 

近藤 リエ 

花屋さんで見かけた水耕栽
培セットで、ヒヤシンスを育
て始めました！球根から伸
びる根がポットの下に着く 

までは、暗い場所に置くのがコツだと教え
て頂きました。綺麗なお花が見られるよう、
頑張りたいと思います♪ 
  
 

https://4.bp.blogspot.com/-t79X3c-nwBs/WR_KpaaWEUI/AAAAAAABEYY/XH0rSeR-EfQQlHz8h6W9YthEBXP9BvLvwCLcB/s800/flower_hachiue_character5_blue.png
https://2.bp.blogspot.com/-M4pnDudAbHk/VyNdKbflzwI/AAAAAAAA6Lk/qzkPe_yZ2pEvol4LDdkItsutyPE9BGQ0gCLcB/s800/coffee07_cafe_macchiato.png
https://4.bp.blogspot.com/-6VRmnAei6wk/WR_KnBaD6rI/AAAAAAABEX8/fP85B1aNvNYhoDZEvEqXoSDOIrZErAWXACLcB/s800/flower_hachiue4_purple.png
https://4.bp.blogspot.com/-qggasBdcWK8/V6iIV0Gd8eI/AAAAAAAA9A8/53LyCcLI6y4tGh-ORddp8iRNU_qXPBf3wCLcB/s800/syoujou_goukaku.png
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_9_FsbLeAhVFUbwKHXUFDOMQjRx6BAgBEAU&url=https://frame-illust.com/?p%3D345&psig=AOvVaw3XF0QIA33ewWD2xddEO4Uz&ust=1541133800573988
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil_9_FsbLeAhVFUbwKHXUFDOMQjRx6BAgBEAU&url=https://frame-illust.com/?p%3D345&psig=AOvVaw3XF0QIA33ewWD2xddEO4Uz&ust=1541133800573988
https://4.bp.blogspot.com/-6NA77WDo2rI/UZYlpVsYUYI/AAAAAAAATSo/QWbvUA-_JeM/s800/undoukai_tokyousou_white.png
https://2.bp.blogspot.com/-qKuPL_E-qAk/WvQG7N4Sy1I/AAAAAAABL20/ZjgWArwqE-wY7dmexzLyUsHrae97a3k1gCLcBGAs/s800/baseball_animal_inu.png


-9- 

」」 

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 

不動産ソリューションコーナー 

自然災害時における、賃貸オーナー様の責任とは？ 
 今年は、台風、地震など、自然災害が数多く発生し、全国各地で賃貸物件や、入居者の方々には、大きな被害
がでています。今回は、改めて賃貸オーナーの皆様に、自然災害時の、所有者としての責任について、考えて頂く機会
をつくりたいと思います。オーナー様と、入居者様との間で、取り交わす賃貸借契約書の中には、地震・火災等の自然
災害による被害について貸主の責任を負わないと記載されています。 

 当然オーナー様は、責任を負う必要はないのではと、お考えになるかもし
れません。しかし実際、過去の判例などを見てみますと、こうした自然災害
において、貸主の責任は負わないと記載された賃貸借契約書を取り交わ
しているにも係らず、賠償命令を受けているケースが存在しています。中に
は、入居者の方が、亡くなった例などを見てみますと、1億円以上の賠償を
行っている事もありました。自然災害の場合において、どの様な場合に、賠
償命令が下っているかについて説明します。 

 1995年に、発生した阪神淡路大震災での事例では、建物に何らかの瑕疵が存在し、これを放置したことにより発生し
た被害は所有者である賃貸オーナーが責任を負う、という判例がありました。いわゆる、民法７１７条にある「土地の工
作物害に瑕疵（欠陥）があることによって生じた被害は、所有者が損害を賠償しなければならない」（工作物責任）
という条文が根拠になっています。法律上は、賃貸物件のオーナーに対して、所有者の管理に故意や過失がなくとも責
任を負うべしという厳しい責任（無過失責任）を課していました。 

 ここでいう、「建物の瑕疵（欠陥）」とは、何を意味するかが問題です。まだ専門家の間でも、完全な答えは出ていま
せんが、多数派側の意見では「建物が建築された時点での耐震基準をクリアーしているか、否かによると言われます。 
 建築基準法は、過去の地震の被害状況を受けて、その耐震性の基準を何度も変更してきていますが、対象となる建
物が建築された際に定められていた耐震性があれば、「建物に瑕疵はない」との主張ができます。この考え方に立てば、
新築当時に、法的な建築確認を受け、完了検査に合格していれば、地震で建物が倒壊して死傷者が出ても、所有
者はその責任を負わないことになります。また、例え建築確認を取得していなかったり、完了検査に合格していなくとも、
倒壊した建物が、新築当時の基準をクリアーしていることが立証できれば、その責めを逃れることが出来るはずです。 
 ただし、少数派の意見にたてば、「日本では、現実に震度7以上の地震が発生することが、予見出来ている前提では、
新築当時の耐震基準ではなく、過去の大型地震と同等の地震に耐えられなければ瑕疵に当たるとする見解もあります。
もちろん、この予測できる観点での基準をクリアーするためには、かなりの費用負担をして、耐震工事をすることになります。 

 また災害による建物の損傷から家賃が減額される点についても考えなければならない
ポイントです。 
 現在の民法では、借主の過失によらないで、賃貸物件の一部が滅失した場合には、
借主はその部分の割合に応じて、家賃の減額を請求することができる（民法第611条
第1項）とあります。ここでいう「家賃の減額を請求できる」という言葉は、借主が貸主に
申し出をしない限り、借主は家賃の全額を支払うことになるという点が問題になります。 
 それが、今度の民法改正では、借主の責めに帰すことができない（責任ではない）理
由によって賃貸物件の一部が使用できなかった場合には、その部分の割合に応じて減
額されるという文言に変わりました。つまり、借主が請求するまでもなく、当然に家賃は減
額されるということになったという意味です。借主の責任でなく、賃貸物件の一部が使用
できなくなれば、貸主にはその部分の修繕義務が生じると同時に、借主の申し出がなく
ても、貸主には家賃を減額する義務が発生することになります。 

 自然災害の多い日本で、改めて、ご自身の物件に対する責任については考える機会にして頂ければ幸いです。昨今、
地域行政が、耐震基準診断を無償で行ったり、耐震工事に補助金を出すという市区町村も出てきました。ご自身の
建物の強度に不安がある方は、公の制度を利用して、ぜひ耐震補強工事を行う事もお勧めします。 
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賃貸管理コーナー 

空室募集・空室対策・収益向上に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   担当：山本 

急増する外国人賃貸市場への課題と対応策！ 

 【外国人受入拡大の方針】 
 総務省統計局の外国人登録者数で見ると、2017年末時点で外国人登録者は256万人超。こ
こ10年間で約40万人以上増えています。単に登録しているだけでなく、日本で働いている外
国人も急増しています。厚生労働省の外国人雇用状況の届出状況でみると2017年末時点で約
128万人にて、ここ10年間で2倍以上まで膨れ上がっています。国の施策では、訪日外国人旅
行者（2017年2,869万人→2020年4,000万人）、外国人留学生（2010年14万人→2020年
30万人）、外国人労働者（＋50万人）と、大きく増加させる計画です。欧米諸国に合わせた、
外国人受け入れを積極的に行う方針です。 

参照：厚生労働省HPより 

 ご存知の通り、日本の人口は既に減少しはじめ、世帯数においても、とう
とう来年2019年に5307万世帯をピークにして、2035年には4956世帯にま
で減少すると予測されています。あくまで住んでいる世帯数です。平成25年
の住宅・土地統計調査では、すでに賃貸住宅の空室が20％以上を占め、今後
さらに空室が増加していく事は、誰もが周知予測できる事になりました。国
策でも、訪日外国人旅行者、外国人留学生、外国人労働者の受け入れを、急
拡大していく動きが本格化してきました。今回は、新たな借り手として、改
めて外国人賃貸について考えてみましょう。 

【外国人賃貸のメリット】 
①築年数の古い物件に抵抗がなく決まりやすくなる。リノベーション費用が抑えられる。現状
で貸せる場合もある。②土地勘、街に関する偏見がない、駅から離れている、日本人が好まな
い街でも借りる場合もある。立地的に不利な物件を対象にできる。③学校、企業など滞在理由
や期間が明確でリーシング計画を立てやすい。④同郷での友人知人後輩への紹介が圧倒的に多
くなる。⑤夏季採用の学校、企業があるため、9月1日に新学期、新年度が始まり、7～8月に
住まい探しをする場合もある。 
 

【外国人賃貸の課題】 
①言語。入居後のコミュニケーションが取りにくく、不動産管
理業者も対応できないため、トラブルを起こしやすいのではな
いか。②金銭。収入が不安定で、家賃回収ができなかった場合
あるいは支払いが遅れた場合に対策が打ちにくいのではないか。
③生活習慣・ルール違い。騒音や臭い、ゴミ出し、また家賃・
原状回復の精算がないままに突然帰国してしまうのではないか。
さらに複数の同居人を置く、転貸するなど契約違反をするので
はないか。④保証人を取りにくいのではないか。 

【これからの外国人賃貸対応策】 
①在留カード（在留期間、在留資格、住所）の確認。
不法滞在、資格外活動等による就労行為を防ぐ。 
②外国人専用の保証会社の活用。現地での保証人確 
 保、属性確認、滞納督促など。 
③外国語コールセンター活用。外国語翻訳サービス。 
④生活習慣・ルールブックによる説明。 
⑤クレジットカード前払い。 
⑥新たな貸し方提案 
（シェアハウス、ゲストハウス、マンスリー） 
⑦上記対応策によるオーナー様の理解と実行。 

株式会社矢島不動産管理 

山本 卓嗣 



日頃の感謝を込めて 

株式会社矢島不動産管理 

2018 12.5 （wed） 
心こもったメニューで、おもてなし！ 
ゆったりとした時間を過ごしませんか。 

時間 

12：00〜14：00 
(受付開始 11：30～） 

参加費 ¥1,000 

株式会社 

矢島不動産管理 TEL：0120-07-2525 
〒176-0005  東京都練馬区旭丘1-75-12 ヤジマビル1Ｆ 

オーナー感謝祭 

場所 

カフェ エスケープ 

お申込みは下記電話番号までご連絡ください 

東京都練馬区栄町2-12 
ステラⅠ 2F 

西武池袋線江古田駅南口より徒歩2分 
ブックオフ江古田店の2F 

先着 
30名様 

事前 
予約制 

 

（定員に達し次第締め切り） 


