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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 

      アメリカ選挙戦での混乱と分断は、近未来における社会全体の混乱
の前触れのように感じました。コロナウィルスによる社会的・経済的のダ
メージが癒えない中での混乱がストレスに拍車をかけているように思
います。未来は自分たちで作らなければならないですが、仮に世界レ
ベルの混乱期が来るとすると、その不確実性に対する備えというもの
はなかなか難しいと感じてしまいます。 
 
 そんな中、テレビを見ていて感じるのは、世界を未来を明るく照らし
てくれるようなリーダーがいない、ということです。みんな暗いなーっ
て感じます。僕は明るく楽しい感じが好きです。全然関係ないですが、
過酷な自然環境の中でサバイバルする（生き残る）には、ポジティブな
考えや導きがとても大切だそうです。もっと世の中をワクワクするよう
なリーダーが出てきてほしいと願います。また自分が照らせる範囲に
は限りがあるのですが、自分の周りの人たちには日々努力して明るく
幸せな空気を届けたいです。 
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 社員研修に伴うお休みのご案内 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
誠に勝手ではございますが 
 

12月17日（木） 
 
は、社員研修の為 
 

全店舗お休み とさせて頂きます。 

 
お休みの間に頂きました内容のご返答は12月18日（金）以降に順次行ってまいります。 
ご返答までに少しお時間頂く場合がございます事を予めご了承ください。 
 
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、 
何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

未来を明るく照らす 

※緊急の場合は、コールセンター【03-6435-4873】 までご連絡下さい 
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♪地域のお店紹介コーナー♪ 

♪おしゃれタウン原宿でお料理教室♪ 

“クッキングサロン原宿” 
 今回は弊社原宿の管理物件の中にあるお料理教室、『クッ
キングサロン原宿』へ、南・近藤・安藤で体験レッスンを受けに
行ってきました。 
 原宿駅から徒歩６分にある2020年にリニューアルされた
綺麗なビルの中にあります。お料理教室初体験の３人。大丈
夫かなぁ・・・と不安でいっぱいの中到着！こちらの物件の
オーナー様であり、お料理教室の先生でもある植野先生に
ご挨拶。とても明るく、親しみやすい先生でほっとしました。
まずは体温を測り体調チェック！その後手指消毒をし、いざ
エプロンをつけてお料理教室の開始です！ 

 『クッキングサロン原宿』は原宿で一番歴史のあるお料理教室だ
そうです。料理研究家の植野オーナーのお母様高塚理恵先生が
開校し、家庭料理を広めその歴史を植野オーナーが引継ぎ現在も
幅広い生徒さんに慕われています。 
 今回は、西洋料理！若鶏のパプリカ煮・バターピラフ・きのこの
サフランスープを習いました。前職ラーメン屋の南と、主婦歴十数
年の近藤・安藤ですが、目から鱗の知識の数々にメモを取る手が
止まりません。「料理は一生の財産になる。本やネットにないもの
を学べる、五感を感じながらできるお料理は貴重な経験になる」
と仰っていた意味がよくわかりました。 
 ３人で手分けしながら、３種類の料理を手際よく作る事ができま
した。わいわいしながら、時に植野オーナーに指示を仰ぎながら、１
時間で同時に３種類が完成したときの喜び！学生時代に体験した
調理実習を思い出しました（笑）  

 料理教室では料理を習うだけではなく、お皿やカトラリーの
テーブルセッティングから、食卓のマナー、そして後片付けでは食
器や鍋の手入れ方法まで学べます。 
 
 

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-55-13 
原宿ＵＥＮＯビル5Ｆ 

TEL:03-3408-5371 
曜日：火・金・土 

（レッスン日時は規定の曜日以外にも相談可能です） 
料金：１回7,000円（税別）材料費込 

体験レッスン50％オフ！ 
 

 
 現在サロンでは３つのスタイルレッスンをご用
意。気軽に学べる単発レッスン・曜日を決めて定
期的にしっかり学ぶマンスリーレッスン・料理や
料理以外のプロとのコラボレッスン。今なら１回 
７，０００円（税別）の単発レッスンが体験レッスン50％
オフ！の3,500円（税別）で受けられます。この機会
にお友達と一緒に料理を習いに行ってみません
か？優雅なひと時を過ごせること間違いなしで
す！！ 

ホームページ 

  https://cooking-harajuku.com/ 
インスタグラム 

  https://www.instagram.com/cooking_harajuku/ 

※ホームページ・インスタグラムもぜひご覧ください！ 
Instagram HP 
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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 

高齢社会における賃貸住宅の入居対策  

【高齢者の方々の賃貸入居が進まない理由】 
 

①家賃の支払い能力への不安 
 特に入居者が、終の棲家（ついのすみか）として、賃貸住宅で生涯を終えたいと考えている場合、殆どの 
場合が年金生活になると思われます。そのため、今後確実に、毎月家賃をもらえるのかが、オーナー様にとって 
不安材料になります。 
 

②緊急時に、家族など頼れる親類がいるかどうか心配 
 家族で同居するのであれば問題ありませんが、高齢夫婦や、特に単身で入居する場合、その方が病気や 
介護が必要な状態になった際に、通常の生活が難しくなります。このような状態になった場合、サポート可能 
な身内の方がいるのか、ということが心配になります。 
 

③亡くなられた場合の対応 
 こちらも、特に高齢者の単身での入居を断る理由のひとつになっています。入居者が部屋で何らかの理由で 
突然に亡くなったとしても、そのことに気づかず、何日もたってから確認することになってしまった場合に、その後の 
対応に困ってしまう事でしょう。 

 オーナー様にとっては、今まで戸惑いがあった高齢者層に対しても、各種新しい 
サービスを活用する事で、より積極的な空室対策も可能になりました。今後の 
人口減少・高齢社会は避けられません。弊社でもオーナー様・高齢者の方も
安心してご入居いただけるサービスを提供して参ります。 

日本は既に高齢社会です。現在は人口の15%が75歳以上で構成されておりますが、 
この先40年で人口の25%が75歳以上になると予測されております(4人に1人です)。 
一方で持家と貸家の比率は大体6:4と言われており、多くの管理会社が高齢者の賃貸 
入居を制限しているものの、今後の人口動態から高齢者比率の増加は避けられません。 
今回は現状と今後の対策についてお話したいと思います。 

【高齢者の方々に快適に住んでもらうための対策】 
 

①外部機関で安否確認サービス 
 電話、メールなどを活用して、安否確認を行い、連絡がつかない場合には、指定された方に連絡する 
サービスがあります。 
 

②死亡事故に対する原状回復と家賃保証 
 万が一、死亡事故があった際の、原状回復費や、空室期間の家賃保証をする会社があります。 
 

③生活支援のコールサービス 
 介護タクシー手配、お弁当の手配、その他お困りごとにオペレーターが対応するサービスがあります。 
 

④家賃保証サービス 
 上記サービスを月々有料で行う会社が出てきましたが、そういったサービスが付いている入居者には、 
家賃保証会社も家賃保証の審査を通すようになりました。 

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．一人暮らしの母が高齢者施設に入所しております。 
    今まで一人で住んでいた自宅をどうするか迷っております。 
 

Ａ．住まなくなってから３年目の年度末までに売却すれば居住用 
   不動産を売却した場合の特別控除が受けられます。将来、 
   他のご親族の方の利用等の特別な予定がない場合、売却を 
   検討してはいかがでしょうか？ 

■長期の空き家になる前に売却することで、受けられる 

 メリットがあります。 

居住用財産の売却特例 

 通常、不動産を売却すると、金額に応じて譲渡税が
かかるところ、住まなくなってから3年目の年末まで
に売却すれば、3,000万円の特別控除が受けられる 
ことになります。 
 また、所有されていた期間が10年を超えていれば、
住民税・所得税ともに、軽減税率を適用することがで
きます。何もせず長期で所有していると、固定資産税
もかかり、メンテナンスの費用や長い将来を考えると
取り壊しなども考えていかないといけなくなります。 

※適用には注意が必要 
 特例の利用には、上記に上げた期間・期限などと同時に、確定申告をしなければいけ
ない、などの条件があります。ご自身の資産をムダにしないために、ぜひ細かな制度を
確認して進めるようお願いいたします。 

ご相談者の娘様はご主人様の持ち家住まいのため、自宅はお母様が相続
し、一人暮らしとなっておりました。年齢と共に一人暮らしの不安や 
自宅内での転倒等のリスクを考慮して高齢者施設に入所することに。 
思い出ある自宅に、いつか戻りたい、と思いながら誰も使わず荒れて 
いく自宅は大きな悩みのタネになっているようです。 

空き家売却の3,000万円特別控除 

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   

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！ 

マンション 
北区志茂5丁目 
志茂駅 徒歩7分 

専有面積：17.16㎡（5.19
坪） 

平成4年5月（築28年） 
RC造陸屋根4階建 

820万円 
想定利回り8.04％ 

ガレージハウス 
船橋市松が丘5丁目 
新京成線駅 徒歩20分 

土地：149.09㎡（45.1坪） 
建物：83.36㎡（25.21坪） 

新築 
重量鉄骨造2階建 

3,800万円 
想定利回り8.34％ 

マンション 
国立市東1丁目 
国立駅 徒歩4分 

専有面積：52.58㎡（15.9坪） 
昭和60年11月（築40年） 

RC造陸屋根3階建 

1,980万円 
想定利回り7.57％ 

一棟 
板橋区板橋4丁目 
新板橋駅 徒歩4分 

第1種中高層住居専用地域 
建ぺい率：60％容積率：160％ 

土地：58.01㎡（17.54坪） 
建物：53.54㎡（16.19坪） 

4,280万円 
想定利回り7.00％ 

一棟 
見沼区東大宮1丁目 
東大宮駅 徒歩16分 

第1種低層住居専用地域 
建ぺい率：50％容積率：100％ 

土地：245.25㎡（74.18坪） 
建物：182.94㎡（55.33坪） 

4,800万円 
想定利回り7.00％ 

一棟 
渋谷区恵比寿2丁目 
広尾駅 徒歩6分 

建ぺい率：60％容積率：300％ 

土地：36.23㎡（10.95坪） 
建物：65.51㎡（19.81坪） 

5,500万円 
想定利回り5.62％ 

一棟 
練馬区氷川台4丁目 
氷川台駅 徒歩9分 

第1種低層住居専用地域 
建ぺい率：60％容積率：200％ 

土地：115.71㎡（35.00坪） 
建物：109.92㎡（33.25坪） 

6,450万円 
想定利回り7.72％ 

一棟 
練馬区練馬3丁目 
練馬駅 徒歩7分 
第1種住居地域 

建ぺい率：60％容積率：176％ 

土地：170.18㎡（51.47坪） 
建物：181.72㎡（54.97坪） 

10,500万円 
想定利回り8.61％ 
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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！！ 
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「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 


