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矢島不動産管理 



  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 

      実家にあるお仏壇にお線香をあげるとき、ろうそくに火を
ともしお線香をあげてから、おりんを鳴らします。 
「ちーん」という音がなりますが、音の響き方によって、今日
はいい音が出た。と思う日もあれば、ん？もう一度・・・とやり
直すときもあります。 
ほぼ毎日「ちーん」と鳴らしているのですが、何度鳴らしても
納得できるいい音を毎回出すことは難しいです。 
逆にいい音がでると、自然と目をつぶりその響きを味わいま
す。これは本当にどうでもいいことなのですが笑、、、こんな
単純なことでも納得できる音が出したいとおもう自分が少し
面白いです。 
 
そしてこれは仕事でも同じことが言えるかもしれないと考え
ています。 
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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～ 

単純作業でそこに興味が持てない仕事でも、そこにほんの少しの味や面白さを見出すこ
とができれば、仕事が楽しくなると思います。 
プロになるには絶対的な時間・経験が必要かもしれませんが、仕事に面白さを見出すとこ
ろは案外身近にあるかもしれません。 

おりんの音 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png


     

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。 
  
私としては諸先輩方の約20年以上の努力が実ったことの喜びと今後の私達が果たす
役割・責任の大きさに気持ちが引き締まる思いです。 
サブリースが「特定賃貸借契約」として規定され、管理業者の登録・賃貸人への重要事
項説明の実施・賃貸不動産経営管理士の設置などが義務化されました。 
また管理戸数200戸以上の会社はすべて登録制になり、管理受託の際に重要事項説明
が義務付けられます。 
 
宅建業と管理業は別物であるという国土交通省の方針もだされました。 
法律を一つ作るということは大変であることがよくわかりましたし、それを身近で見る
ことができたことが大きな財産にもなりました。 
法律の成立を業界の新たな第一歩と捉え、引き続き賃貸住宅市場の整備・発展に努めて
参りたいと思います。 
 

  

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の成立 
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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の概要 
 
（１）サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置 
  〇 全てのサブリース業者に対し、 
    ・ 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止 
    ・ サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明 等 
   を義務づけ 
  〇 サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者（勧誘者）について 
   も、契約の適正化のための規制の対象とする 
 
（２）賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設 
  〇 賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ 
  〇 登録を受けた賃貸住宅管理業者について、 
    ・ 業務管理者の選任 
    ・ 管理受託契約締結前の重要事項の説明 
    ・ 財産の分別管理 
    ・ 委託者への定期報告 等 
   を義務づけ 
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家賃滞納・賃貸管理に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   担当：山本 

不動産ソリューションコーナー 

家賃滞納の解決モデル事例から考える 
 コロナショックの影響で家賃滞納の件数が増える可能性があります。 
賃貸管理会社や保証会社を活用しているケースが増えているとは思いますが 
過去の入居者さんで、保証会社を活用していなく、中長期に及ぶ家賃滞納
が出てきてしまっているという話も聞きます。 
 今回は、その中長期に及ぶ家賃滞納が生じた場合に、建物明渡訴訟、強
制執行など、法律的な観点での解決策・解決事例をご紹介します。 

【モデルケース①】 
 建物明渡訴訟が相当の場合（滞納３か月～）の解決モデルケースですが、建物明渡
訴訟を起こしつつ、訴訟以外や訴訟上にて和解の交渉を試みる手法があります。 
これは、建物明渡訴訟がいわばベースラインを作り、交渉の場でベースラインを上回る条件
を獲得していく方法になります。 このモデルケースが最も多いです。 
 実際の事例をご紹介しますと、一つは建物明渡請求と、未払賃料の請求を行っている 
事案です。いわゆる居座りのようなケースですね。ここでは、裁判上では請求認容の判決を
取得する手続を粛々と進め、他方で強制執行費用等が生じる前に、相手方に任意の明
渡しを行うように交渉を持ち掛けています。その結果、無事、任意明渡しを先行させること
ができています。 
 最悪の場合に備えて、強制執行への手続を進めながら、裁判手続の長期化や居座りに 
よる毎月の損失を新たな客付けによる収益化へと転換できた事例です。 

【モデルケース②】 
 もう一つは強制執行手続の申立てを行い、断行日前を交渉期限として設定し、交渉を
進めていった事案です。 
 こちらは、強制執行（断行）というベースラインを設定することで、判断基準の明確性
（強制執行を上回る好条件が提示されるかどうか）をもちつつ、場合によっては、断行費
用を支出することなく、好条件で事件をまとめることができるというものになります。こちらの
事案では、強制執行を実際に行った場合よりもはるかに好条件での和解を行うことができ
ています。 

 今回は２つのケースをご紹介させていただきました。家賃滞納が3ヶ月以上になり、入居者の支払
いが更に滞る可能性がある場合は、まずは信頼のおける管理会社に相談することをオススメします。
多くのケースでは、管理会社は顧問弁護士と相談して、上記のような流れで即実施されます。家賃
滞納が半年、1年となっては、その後入居者も、各種対策を考慮して、交渉に時間が掛かってくる
場合が多いです。一番の解決策は、1日でも早いスピード対応です。是非ご参考にしていただけれ
ば幸いです。弊社でもご相談は無料にて承っておりますのでお気軽にご相談くださいませ。 

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 
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収益向上に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   担当：内藤 

新型コロナウイルスによる不動産賃貸業への影響 

 緊急事態宣言から数ヶ月が経ち、新型コロナウイルスに関しては、 
第2波の心配をしながらではありますが、日常に戻りつつあります。 
ただし、賃貸経営においては、市場回復が少し遅れてくると言われて 
います。今後の動向に合わせて、賃貸オーナー様に影響を及ぼし 
そうな内容を整理いたしました。 

【テナント賃貸】 
密を伴う業態は、ご存知のとおり、家賃減額、家賃滞納、家賃延納が発生しております。公的資金の活用を促す 
ことや、家賃減額・延納については話し合いを十分に行ったうえで覚書を交わすことが重要です。 
 

【空室本格化】 
退去・引っ越しが増加しております。逆に新規申し込みの需要も出てきますが、元々空室の多いエリアでは、新規 
申込より退去が増え、新築物件の供給にも押され、必然的に空室が増える傾向になっています。これらは遅れて 
やってくるため（7月～12月頃）、それに対しての準備が必要です。重要なポイントは、今までより“強い空室対策”
（今までやっていない条件策、契約パターン、避けられたターゲットなど）を考える必要があります。特に業績悪化して
いる法人の入居者さんは、実家に引き上げる、より家賃の安い物件に住み替えるなどの傾向が出ております。 
 

【クレーム増加】 
緊急事態宣言が解除されても、STAY HOMEが続く傾向のため、入居者さんからのクレームがより増えています。（コ
ールセンターの電話本数は最大昨年対比150％以上）入居者のテナントリテンション（入居維持）の意味も含め、
設備強化提案は進めるべきです。（ネット無料、宅配BOX、LED、エアコン設置、ゴミBOXなど） 
 

【収益物件売却増加】 
今回の有事では、資産的に厳しい状況（借入あり収入減少の場合）になるオーナー様も出てきて、売却になるケー
スが増えています。空室は売却に大きく影響しますので、空室があるオーナー様はキャッシュフローツリーを作成して、 
物件価値の把握が必要です。作成方法はお気軽にご相談いただければと思います。 
 

【外国人需要】 
外国人に関しては、出入国許可が出たら、戻る可能性が高いと言われております。ビジネス客→留学生→観光客の
順になります。学校関係が再開すれば、留学生が一気に入ってくる可能性も高いです。既に日本に滞在する外国人
も、経済事情によりますが、より安価な賃貸へ住み替えする方向が見受けられ始めています。外国人が増えればイン
バウンド需要も回復すると思われますので、外国人をターゲットにしている不動産ビジネスをされている方は、今は耐え
る時期と思います。中には民泊・マンスリーマンションをテレワークスペースや会議室に変更して、運用している方もいらっ
しゃいます。用途変更も選択肢の一つです。 
 

【新たな需要】 
家に居ながらのリモートワークをする大企業・IT企業などは都市部の高額賃貸から、郊外の戸建賃貸等に引っ越す 
傾向も出てきています。テレワークに必須となる仕事部屋の確保が出来る広めの間取りや戸建等は郊外エリアでも 
今後数年のトレンドとなる可能性があります。 
 

 緊急事態宣言は解除されたものの自粛モードは継続しております。Withコロナの時代、どう賃貸経営を進めて行く
べきか？今一度、オーナー様におかれましては、ご自身の物件、資産状況などを把握されることをお勧めします。 
弊社でも、オーナー様の資産をお預かりする管理会社として、先を読み、新しい提案を進めて行けるように努めており 
ます。何かお困りごと等がありましたら、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。 

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 
上級相続支援コンサルタント 

不動産ソリューションコーナー 
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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   

８月 特選投資物件のご紹介！ 
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https://d1and0b9c844k0.cloudfront.net/attachments/9fecd4bcf44e16d20e9a2be
1b77791b2d3d1e8a1/store/fill/240/240/e6e28316e58aa76c845b430d97d7f0d4b9

338e8321522c4beb80f1e69aa1/mm2257_lo_d_4.JPG 

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   

一棟売り 
名古屋市中川区野田1丁目 

八田駅 徒歩10分 
土地：128.44㎡（38.85坪） 
建物：246.24㎡（74.48坪） 

1989年10月（築30年） 
RC造4階建 

5,550万円 
想定利回り9.23％ 

区分マンション 
足立区大谷田2丁目 
亀有駅 徒歩23分 

専有面積：68.04㎡（20.58坪） 
1977年9月（築42年） 

RC造14階建 

1,270万円 
想定利回り8.03％ 

区分マンション 
文京区本駒込2丁目 
本駒込駅 徒歩7分 

専有面積：56.53㎡（17.1坪） 
1983年9月（築36年） 

SRC造12階建 

2,420万円 
想定利回り8.18％ 

一棟売り 
横浜市鶴見区寛政町 
安善駅 徒歩5分 

土地：139.50㎡（42.19坪） 
建物：186.75㎡（56.49坪） 

2013年8月（築6年） 
木造3階建 

6,850万円 
想定利回り9.0％ 

一棟売り 
江東区深川2丁目 

門前仲町駅 徒歩7分 
土地：56.39㎡（17.05坪） 
建物：104.49㎡（31.6坪） 

1979年4月（築41年） 
鉄骨造3階建 

6,500万円 
想定利回り8.3％ 

一棟売り 
川崎市多摩区三田1丁目 

生田駅 徒歩6分 
土地：140.00㎡（42.35坪） 
建物：162.08㎡（49.02坪） 

2008年10月（築11年） 
木造2階建 

7,450万円 
想定利回り8.02％ 

一棟売り 
大田区東馬込2丁目 
馬込駅 徒歩7分 

土地：162.23㎡（49.07坪） 
建物：158.78㎡（48.03坪） 

2019年10月（新築） 
木造2階建 

9,800万円 
想定利回り7.24％ 

一棟売り 
横浜市港南区最戸2丁目 

上大岡駅 徒歩9分 
土地：249.94㎡（75.60坪） 
建物：99.36㎡（30.05坪） 

2017年6月（築3年） 
木造2階建 

5,460万円 
想定利回り8.0％ 

８月 特選投資物件のご紹介！ 
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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】 



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 
※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！！ 

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 
※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！！ 

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 


