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  株式会社矢島不動産管理 今月の一言 

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 

       

量子コンピュータ 

 1万年かかる計算を3分でやってしまった！？先日、グーグ
ルが研究している量子コンピューターが、世界最速のスー
パーコンピューターをつかって1万年かかる計算をわずか3分
20秒で解いたというニュースが報じられました。私はこの
ニュースを聞いて、世の中で何かの革新的な出来事が起こっ
た感じがしてわくわくしました。この変化が世の中をどう変
えていくのか、わかりませんし創造もつきませんが、確実にテ
クノロジーの進化が進んでいて、わたしたちの生活は変化し
ていきます。不動産の世界においても、世の中で日々起きて
いる変化をしっかりと捉え、対応していける柔軟性が大切だ
と感じます。 
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 相続無料相談会のご案内 

矢島不動産管理が自信を持って提供させて頂く、他にはな
いサービスです。 
 
相続でトラブルになる1番の理由は「不動産の共有」であり、
相続税を圧縮させる1番の対策も「不動産の利用方法」です。 
「不動産」なくして「相続」は語れないのです。 
そこで、弊社スタッフの“上級相続支援コンサルタント”と“税
理士”および“司法書士”が、「同時」に「無料」で皆様のご相
談にお答えしていきます。 
 
万が一の際、残されたご家族に「最大限の財産」と「最大限
の幸せ」を相続して頂けるようなアドバイスを心がけ運営し
ておりますので「相続」について既に問題になっている方
はもちろん、何か対策をしなければならないが何をどうし
たら良いかわからないという方も、お気軽にご参加して頂
けると幸いと存じます。 
 

～「不動産」・「相続」無料相談会～ 
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国分寺駅 
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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 
※右ページ参照   

 

丸井 

 

 

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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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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最初はルールも難しそうで苦手に思っていたのですが、教えてもらい
ながら観ていると少しづつわかってきて楽しく観戦できました。 
来年は東京でオリンピックが開催されます。自国開催そして自分が暮
らしている都市で開催というのは、一生に一度あるかないかのことだ
と思いますので目いっぱい観戦したいと思います。 
 

 宮脇 円 

 今年はラグビーワールドカップが日本で開催され
ました。私はどちらかというとサッカー観戦のほうが
好きですが、夫が学生時代ラグビーをやっていたこ
ともあって熱狂的に観戦していたので私もついつい
観ることになりました。 
 

 ちょっと前になりますが保育園、小学生組の
運動会がありました。 
どちらも前日は天気が悪くて中止かと思いきや
夏バリの快晴でかなりの猛暑になりました。 
暑さもあったせいか保育園の親子競技は中止
に・・・。 
 

山本 卓嗣 

（ダンスを踊らされる予定だったので少しホッとしました） 
まだまだ何事にも一生懸命に打ち込んでくれる年頃なので見てい
て可愛いです（笑） 
子供たちの行事はすべてビデオに収めているので大きくなった時
に一緒に見るのが今から楽しみです。 

関口 紗恵 

 大学を卒業した今でも仲の良い友人の結婚式に
行ってきました。 
当日は台風が来る予定で、ちゃんと電車が動くの
か、結婚式は出来るのかソワソワしていましたが、
心配をよそに結婚式中に雨はふらず、少し晴れ間
も見えました。 
 幸せそうな友人のウエディングドレス姿を見ると、学生時代を思い出

し、感慨深いものがありました。 
ただ、いつも遊んでいたので「あぁ、本当に結婚してしまったんだな
…。」と寂しい気持ちもあり、少し複雑です。 
また3月にも他の友人の結婚式があるので、心の準備をして挑みたい
と思います！ 
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渡邉  

近藤 リエ 

 最近では1年中店頭に並んでいるリンゴ。益々
美味しい旬を迎えるフルーツです。我が家では
皆が大好きで沢山食べます！包丁で剥いている
と間に合わないほどなので（＾＾；）【リンゴの皮剥き
機】なるものを買ってみました。 

安藤 薫 

 我が家の人気者、愛猫のレオが１才のお
誕生日を迎えました。とてもいい子で、子供
が乱暴にだっこしても怒ることなく、大人し
く抱かれています（笑）猫を飼う事は初め
てですが、とても癒しとなっております。 

犬を飼っていたので、試しに猫もできるかなぁと「お手」と
「おかわり」を教えてみたところ、みごと攻略できました。
猫も「すごいでしょ？？」と言わんばかりに、何回もおねだ
りしてきます。猫の平均寿命は15.33歳だそうです。まだ１才
の我が家の猫とは今後十数年のお付き合いになるようで
す。家族の一員として、家族全員で可愛がっていきたいと
思います。 

これがなかなかの便利グッズ！！ハンドルをクルクル回すだけで
ご覧の通り気持ち良いほどスルリ。この販売会社の回し者では決
してありませんが（笑）、今後大活躍してくれそうです。 
 

南 和則  

教室には作文が掲示されていて、字が綺麗に書けるようになっ
ているなあと成長も感じさせてもらいました。 
11月には音楽発表会もあるそうです。鉄琴担当になった娘は毎
日家で練習しているとのこと。 
自分も娘に負けないよう、日々の仕事を楽しみながら取り組ま
なければならないと思いました。 
 

 先日小学校の参観日があったようです。 
自分は行けなかったので後でたくさんの写真と
報告を頂きました。 
授業も積極的に手を上げて発言し、クラスのお
友達とも仲良く過ごし、日々の小学校生活を楽
しんでいるようで安心しました。 
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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！ 
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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！ 

区分マンション 
杉並区高円寺南3丁目 
新高円寺駅 徒歩5分 

専有面積：20.00㎡（6.05坪） 
1987年7月（築32年） 

RC造3階 

1,050万円 

想定利回り8％ 

区分マンション 
渋谷区笹塚1丁目 
笹塚駅 徒歩5分 

専有面積：18.9㎡（5.71坪） 

1987年3月（築32年） 
RC造10階 

1,100万円 

想定利回り7.81％ 

区分マンション 
杉並区今川3丁目 
西荻窪駅 徒歩13分 

専有面積：18.93㎡（5.73坪） 
1988年2月（築31年） 

RC造4階 

650万円 

想定利回り10.15％ 

一棟アパート 
練馬区富士見台3丁目 
富士見台駅 徒歩9分 

建蔽率:50％容積率:100％ 

土地：137.82㎡（41.69坪） 
建物：119.56㎡（36.16坪） 

1989年7月（築30年） 
木造2階建 

6,580万円 
想定利回り8.39％ 

一棟ビル 
葛飾区亀有5丁目 
亀有駅 徒歩4分 

建蔽率:80％容積率:400％ 

土地：173.83㎡（52.58坪） 
建物：290.09㎡（87.75坪） 

1989年11月（築30年） 
鉄骨造3階建 

9,890万円 
想定利回り6.79％ 

区分マンション 
新宿区中落合1丁目 
中井駅 徒歩7分 

専有面積：14.73㎡（4.45坪） 
1987年6月（築32年） 

RC造5階 

790万円 

想定利回り9.11％ 

区分マンション 
練馬区桜台4丁目 
練馬駅 徒歩5分 

専有面積：17.96㎡（5.43坪） 
1986年9月（築33年） 

RC造6階 

990万円 

想定利回り7.75％ 

一棟ビル 
八王子市横山町 
八王子駅 徒歩7分 

建蔽率:80％容積率:600％ 

土地：54.99㎡（16.63坪） 
建物：255.06㎡（77.15坪） 
鉄骨造地上5階建地下1階 

9,500万円 
想定利回り8.9％ 
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その他の賃貸・空室募集に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525    

株式会社 矢島不動産管理 
‣賃貸アパート・マンションの 
オーナー様へ 

不動産のことなら 
なんでもご相談ください！ 

賃貸管理 物件の売買 
 相続 
コンサル 

の相談 の相談 
の相談 

矢島不動産管理はお客様の資産運用のために 
専門スタッフを集結してトータルサポートいたします！ 

不動産のことなら 
矢島不動産管理まで 
お気軽にご相談ください。 

☎ 0120-07-2525 
本店：東京都練馬区旭丘1-75-12 ヤジマビル1Ｆ 

営業時間：10：00～19：00（水曜定休） 江古田北口店：東京都練馬区旭丘2-45-5 島田ビル1Ｆ 

賃貸 売買 管理 リフォーム 

相続コンサル 新築プロデュース 

相談無料 

オーナー様
募集中 



見積無料 

Before     After 

プラン例①（2階建 アパート） 

Before     After 

プラン例②（3階建 マンション） 

【施工写真①】 

【施工写真②】 
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」」 

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 

Ｑ．収益物件の売却のタイミングと検討理由は？ 

昨今、人口減少、空室率上昇、供給過多等、不動産業界と取り巻く
環境に大きな変化が訪れております。また、オーナー様による資産
整理のご相談も増加しております。賃貸経営（不動産投資）には必
ず目的があります。目的を達成した不動産を次の時代に引継ぐ（相
続、売買等）準備も必要です。 
 

タ イ ミ ン グ 検 討 理 由 

譲渡税の税率区分の変わ
るタイミング 

個人の方は、不動産売却時に生じた売却益に対して譲渡税
（所得税・住民税）がかかります。この譲渡税の税率は、所
有期間が5年以下か5年超かで異なります。 
5年以下：39.63％   5年超：20.315％  
売却益が生じている場合は5年超所有してから売却した方が
税負担が軽くなります。 

大規模修繕の 
タイミング 

建物は築年数の経過により劣化をしていきます。どこかのタ
イミングでは大規模修繕やリフォームを検討する必要があり
ます。その際は多額の支出を伴うため売却を検討するタイミ
ングの一つになります。 

ローン金利の減少する 
タイミング 

ローンの金利は、不動産所得の計算上経費になります。しか
し、元利均等返済では年数が経過するほど金利の額が減少す
るため、経費に計上できる金額が減少し、保有期間中の税負
担が増加します。 

減価償却期間の終了 

不動産所得における経費で大きな割合を占めている減価償却
費は、新築木造で22年経過すると終了します。減価償却費
がなくなると経費が減少するため、税負担が増加します。 
さらに物件によってはローンが借りにくくなるというデメ
リットもあります。 

一方で不動産市場においては「収益物件」の需要が高まり、「収益物件」の価格が高
騰しています。また、融資情勢が厳しい中でも収益物件を欲しがる人が増えており、
「収益物件」が不足しています。売却のチャンスを逃さないためにも今回は収益物件
の売却のタイミングと検討理由を整理いたしました。 

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 
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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 

空室でお困りのオーナー様！！（繁忙期編） 

申込 契約 契約開始日 賃料発生日（以降毎月賃料） 

12/15 12/28 1/15 3/1 
賃料無料期間 

契約は先行開始、家賃支払いは3月から開始の契約。 

※更新期日は契約開始日より起算となります。 

相続対策での新築建築が増加し需要と供給のバランスが崩れ、供給過多になり賃借人
が物件を選ぶ時代となりました。その結果、挨拶代わりの交渉（賃料減額、入居日
etc…）は当たり前。昔は2週間以内の入居が一般的だったのが、今や1ヶ月後入居が
当たり前に・・・。安定した賃貸経営を行うには時代を受け入れる柔軟性も必要と
なってきました。特に繁忙期には入居日を3月・4月に出来ないかという交渉は非常に
多いです。契約は申込から最短で行いますが空室期間が長引く事を考えたら少し先で
も入居を確約するのも対策の一つです。矢島不動産所有物件では実践もしているので
ご質問等ございましたらお気軽にご連絡下さい！決断次第で変わります！ 

早く入居者さんを確保して安心しませんか！？ 
しかし！近年はただお客さんを待っているだけでは決まりません！ 
昔は1月～4月が不動産繁忙期と言われておりましたが近年は2月        
末までが部屋探し期間で、3月以降は引っ越し期間と年々早まっている
のが現実です。注意：近年の繁忙期は4月までありません。 
特に学生さんなんかを見ていると早くに物件を決めたいけど入居が先
だからと申込が受け付けてもらえず、せっかく不動産屋に行ったのに
物件を決めれないまま帰ってしまうなんてことも・・・。 

このままでは繁忙期中に決まらない可能性も・・・ 
そうならない為に繁忙期中に有効な「フリーレント」をご案内します。 

【例】 

【メリット】 

①早めに入居が確約される。 
②出資者の親御さんにもアプロ―チ。 
③他物件と比較した際、選ばれ易い。 
④およそ4年間入居が見込める 

家賃が入らないのは空室のままでも一緒！ 

短期退去リスクは短期解約違約金の設定で回避出来る！ 

【デメリット】 

①すぐ出られてしまったら損する。 
②家賃が入らない。 
  ※デメリットは解消（軽減）出来る！ 
  ↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

株式会社矢島不動産管理 
山本 卓嗣 

賃貸不動産経営管理士 



参加費【おひとり様￥500】 
・前菜３種類・本日のパスタ・本日のピッツア・ドリンク・デザート  

※変更の可能性あり 

時間 
12：00～14：00 

株式会社 矢島不動産管理 
営業時間：10:00-19:00 /定休日：水曜日 

〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-75-12 ヤジマビル1F 

受付：TEL 0120-07-2525 

オーナー感謝祭 
2019 12.4（wed) 

東京都練馬区豊玉中2-28-6 

株式会社矢島不動産管理 

場所：トヨタマヴィラ（環七添いコジマ×ビックカメラ横） 

先着 
30名様 

事前 
予約制 

 

矢島不動産管理 
本店前より 

無料送迎あり！ （受付開始 11：45） 

http://toyotama-villa.jp/

