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P1      今月の一言 
    相続無料相談会のお知らせ 
P2    新人スタッフ紹介 
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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 

      先場所、時津風部屋の正代関が優勝しました！ 
御縁があり時津風部屋に出入りさせてもらうようになってか
らはじめての優勝で非常に嬉しい気持ちです。 
部屋の看板力士は、正代と豊山の二人でして、正代は優勝に
絡んだ場所もあったり期待感が膨らんでいましたが、まさか
本当に優勝してくれるとは。。涙 
優勝を決める取り組みでは緊張している面持ちがよく伝わっ
て来ましたし、翔猿関も非常に強かったので危なかったので
すが、ぎりぎりのところで勝利した瞬間は声をあげて喜びま
した。来期は大関になるそうです。 
 一時的なものではなく安定的な成績を残して頂きたいで
すし、その後は精進を重ねて一気に横綱まで駆け上がっても
らいたいです。 
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正代関 初優勝！ 

 相続無料相談会のご案内 

～「不動産」・「相続」無料相談会～ 

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。 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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 スタッフ紹介   新しい仲間が加わりました♪ 

氏名 室園 竣介（むろぞの しゅんすけ） 

出身地 埼玉県 

部署 営業 

入社年月 2020年9月 

休日の過ごし方  サイクリング 

最近嬉しかったこと 矢島不動産に入社できたこと！ 

好きな食べ物 唐揚げ 

   ひとこと 

未経験からの入社ではございますが、皆様の快適な暮らしに少しでも
寄り添えるように一生懸命取り組んでまいります。 
宜しくお願い致します。 

  オーナー感謝祭 開催自粛について 

       

例年12月初めに開催しておりましたオーナー感謝祭につきまして、 
今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 
また、ご参加者全員の安全を考慮いたしまして自粛させて頂くことと致しました。 
 
毎年ご参加いただいておられましたオーナー様 
また今年のご参加をご検討いただいておられましたオーナーの皆様には 
心よりお詫び申し上げます。 
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
来年度は新型コロナウイルス感染症が終息し、また感謝祭が開催できる事を 
スタッフ一同切に願っております。その際は多数のご参加をお待ち申しております。 
 
皆様方のご息災を心よりお祈り申し上げます。 
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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 

賃貸管理コーナー 

今回は、退去後の入居付けについて解説させていただきます。人口
減少により、今後空室が増えることは明らかです。空室を埋める 
不動産会社の取り組みは今後ますます重要になります。取り組みの
一部「現状回復」をご紹介したいと思います。 

大空室時代を生き抜く「賃貸経営法」 
退去から始まる高生産性を実現するお部屋作り 

＜原状回復から現状回復へ＞ 
以前の状態に戻す「原状回復」ではなく、時代に合わせて決まる修繕をする「現状回復」３つのポイント 

＜ポイントその２＞ 
Web上での見え方を重視したお部屋作り 
Web上での写真映りを重視して修繕を行う 
ことが重要です。全て真っ白なクロスは 
色飛びするので、Web上ではお客様の目に 
留まりにくいケースもあります。一面に 
アクセントクロスを入れて奥行きを出す 
ことによって写真映りが良くなりお客様の 
印象アップ！奇抜なクロスよりは無彩色の 
クロスのほうが好まれる傾向にあります。 

古いｶﾗﾝをせっかく
交換するのに・・・

ﾚﾊﾞｰや蛇口がﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
なんか古臭い・・

不動産会社にIH備付と聞いていたが・・・

実際に内見してがっかり・・・

2口IHに変えるだけでｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

機能は同じでもﾃﾞｻﾞｲﾝにこだわ
るだけでｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

＜ポイントその１＞ 
修繕の際の必須設備の交換 
LED照明、台所シングルレバー、風呂 
サーモスタット水栓は必須と思われます。 
お部屋の見た目に関わる部分を取替する 
だけでもイメージアップに繋がります。 

＜ポイントその３＞ 
実家仕様の設備の導入 
温水洗浄便座、TVインターフォン、IHは 
随時導入。今の若い世代は子供の頃から 
触れてきた実家仕様の設備です。古い設備 
の入れ替えは入居付けに効果的です。 

お部屋の設備の条件変更も大事ですが、お客様を案内した時のお部屋の全体の印象が
良くなるようにすることが最重要です。また、物件によって合う・合わないもありま
すのでトレンドは抑えながら最適なお部屋づくりをご提案させていただきます。 

○

×

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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不動産ソリューションコーナー 

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 

Ｑ．資産の組み換えの必要性ついて教えて欲しい。 
昨今の不動産市場を踏まえると、人口減少、空室率上昇、供給過多等、不動産
を保有し続けるだけでは大きな時代の波を乗り切ることは出来なくなっていま
す。不動産価値はその不動産が産み出す収益力によって決まる時代です。資産
の組み換えとは、マイホームも含め所有している不動産や金融資産を見直し、
その組み合わせを変えることで、資産を守り、増やす対策です。適切な資産の
組み換えは、将来の遺産分割対策や相続税の納税資金対策、節税対策にも繋が
ります。 

■資産の組み換えでよくあるパターンをご紹介します。 
・駅から遠い土地を売却し、そのお金を原資に駅近の賃貸物件を購入する 
・固定資産税だけを払っている遊休地を売却して、活用しやすい土地に買い換える 
・空室が続いているマンションを売却し、利回りの高い物件に買い替える 
 

不動産は「収益性の高い不動産」と「収益性の低い不動産」の二つに分けられます。資産の組み 
換えは「収益性の低い不動産を売却して収益性の高い不動産を購入する」という事が基本的な考え
です。また、資産の組み換えは収益改善だけでなく、相続対策としても大きな効果が期待できます。 
 

収益性が低かったり、築年数が経過した不動産を持っていると、固定資産税や修繕費などの維持 
コストがかかるばかりか、相続財産としても相続人に処分の負担を負わせることになってしまい 
ます。売却が難しい不動産を受け継いでも相続人は困るだけですし、分けにくい土地などはいわ 
ゆる“争続”の原因になることもあります。一般的に、相続対策の目的は「分割対策」「納税準備」
「節税対策」に分けられます。 
 

◎分割対策【遺産分割時のトラブルを防止】 
 →子供達が遺産を分割しやすいように現金化する。子供達が平等に分けられるように不動産を 
  組み換える。 
 
◎納税準備【相続税の納税資金を確保】 
 →不動産を売却して、そのお金を相続税の納税資金とする。不動産を売却して賃貸物件を購入し、   
  家賃収入を相続税の納税資金とする。 
 
◎節税対策【相続税の減額により負担を軽減】 
 →不動産の評価減によって相続税を軽減する。「時価＞相続税評価額」の資産に組み換えて 
  相続税を軽減する。 
 

その他にも管理のしやすさを優先したり、老後の 
安心を重視したりする場合もあります。 
例えば、遠方で管理するのが困難な物件を売却して、 
家の近くの物件を購入するなどです。 

売却資金を
原資に

古い

駅から遠い

新しい

駅から近い

組み替え●将来性がない
●利回りが低い

●将来性がある
●利回りが高い

売却 購入

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 
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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   

11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 
江戸川区南篠崎町1丁目 

瑞江駅 徒歩8分 
土地：131.69㎡（39.83坪） 
建物：155.00㎡（46.88坪） 

1992年11月（築27年） 
木造2階建 

6,500万円 
想定利回り8.03％ 

一棟売り 
上尾市大字上尾下 
原市駅 徒歩8分 

土地：267.00㎡（80.76坪） 
建物：264.90㎡（80.13坪） 

1993年2月（築27年） 
木造2階建 

3,480万円 
想定利回り10.8％ 

一棟売り 
所沢市西所沢2丁目 
西所沢駅 徒歩7分 

土地：120.46㎡（36.43坪） 
建物：191.16㎡（57.82坪） 

1991年1月（築29年） 
鉄骨造3階建 

4,750万円 
想定利回り11.6％ 

一棟売り 
所沢市小手指町2丁目 
小手指駅 徒歩10分 

土地：231.45㎡（70.01坪） 
建物：226.62㎡（68.55坪） 

1986年5月（築34年） 
鉄骨造2階建 

5,940万円 
想定利回り9.01％ 

一棟売り 
稲毛区穴川2丁目 
天台駅 徒歩9分 

土地：155.25㎡（46.96坪） 
建物：94.38㎡（28.54坪） 

2012年3月（築8年） 
軽量鉄骨造2階建 

3,380万円 
想定利回り7.38％ 

11月 特選投資物件のご紹介！ 

一棟売り（借地権） 
葛飾区亀有2丁目 
亀有駅 徒歩6分 

土地：136.93㎡（41.42坪） 
建物：114.11㎡（34.51坪） 

1992年9月（築28年） 
木造2階建 

2,890万円 
想定利回り8.22％ 

一棟売り（借地権） 
北区中里3丁目 
駒込駅 徒歩7分 

土地：161.78㎡（48.93坪） 
建物：66.10㎡（19.99坪） 

1986年4月（築34年） 
木造2階建 

3,970万円 
想定利回り9.00％ 

一棟売り（借地権） 
品川区豊町6丁目 
中延駅 徒歩1分 

土地：74.24㎡（22.45坪） 
建物：163.7㎡（49.51坪） 

1989年4月（築31年） 
鉄骨造3階建 

5,980万円 
想定利回り10.97％ 
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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 
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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
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オリンピック 
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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。 
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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！ 
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 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 


