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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

新年あけましておめでとうございます！
新年を迎えると気持ちが一新されます。元旦というのは世界中の
人々が心を新たにすることができる、世界の気持ちが一つにまと
まる唯一の時間かもしれません。国家も人種も宗教も関係なく、
みんなが新年を迎えられることをお祝いして一年の幸せを願い
ます。私はこれをとても素晴らしいことだと感じます。コロナ禍の
状況は続いておりますが、皆様やご家族の健康とご多幸を強く
お祈り申し上げます。
矢島不動産管理としても、今年も多くのことにチャレンジして、

より皆様のお役にたてるよう努力を重ねていく所存です。数ある
不動産屋さんの中から選んでいただけるよう、倫理的でお客様
本位の会社であること。そしてオーナーの皆様にとっての結果や
成果にこだわって仕事に邁進してまいります。
今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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お正月のご挨拶

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


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】



-7-

物件を早く決めるには、競合物件に勝ること！
~インターネットで物件を比較する~

いよいよ2021年の繁忙期を迎えます。今回は賃貸住宅を所有するオーナー様に効果的な空室対策
であるインターネットで競合物件とご自身の物件を比較して対策を打つ方法についてご紹介させていただ
きます。今年はコロナ禍でより一層の対策が必要です。しっかり抑えて行きましょう。

①お部屋探しの方法
お部屋探しをする方々の90%以上が、インターネットで情報収集していると言われています。大手ポータルサイトにて、各地域ごとに
検索して、物件を絞り込む方法を取っています。ポータルサイトを検索するとわかりますが、検索画面で以降の内容を検索します。
「物件エリア」「家賃」「敷金礼金等の初期費用」「間取り(１R、２LDK等)」「物件種別(アパート、マンション、戸建等)」「駅までの
徒歩分数」「専有面積」「築年数」「各種こだわり条件」、ほぼこの順番で調べていきます。その過程で、条件を入れれば入れるほど、
対象物件が減っていきます。検索過程で減りすぎた場合は、条件を和らげ対象物件を増やし、自分の条件に合った物件を選定する
まで、この作業を行います。最終的に、気に入った物件があると掲載不動産会社へ問い合わせるという流れで進めています。

②物件で選ばれる方法
上記のお部屋探しの方法で、オーナー様の物件が、検索される中で、残っていることが重要です。つまりポータルサイトで検索して、
ヒットする物件でなければいけないということです。そのため、ポータルサイトにある検索ボタンに合わせて、地域の競合物件の中で、
選ばれる条件になっているかがポイントです。検索ボタンの順番も重要です。家賃→初期費用→間取り→種別→駅徒歩数…殆ど
のポータルサイトや、大手不動産グループのサイトも、このような順番で検索されます。

③競合物件との比較
下記競合物件との条件比較例の表をご覧ください。もし、Aハイツのオーナー様でしたら、どんな対策を打たれるでしょうか？
A：TVドアフォンをつける、B：初期費用を下げる、C家賃を5万円台にする。積極的なオーナー様に質問をしましたら、A：TVドア
フォンと答える方が多くいらっしゃいました。こちらは実際にあった物件のため、その時の実例でお答えします。最終的な答えはCでした。
TVドアフォンをつけて、その他そのままの条件で募集しても、この時は決まりませんでした。そして次に初期費用を礼金1、敷金1にして
も反応はありましたが、やはり決まらず、最終的に家賃を下げる事になりました。そこには検索の仕方にポイントがありました。家賃の
検索が、他の物件が「5万円以上6万円未満」の検索内容に掛かっていたのにもかかわらず、この物件だけが6万円を1,000円です
が上回ったために、選ばれることが無かったのです。安易に家賃を下げることは反対ですが、競合に勝るためには必要な手段でした。

④地域内での設備の設置割合の確認
設備などの設置状態は、地域によって、時期によって、かなり変わってきます。以下は、あるエリアで、ある大手ポータルサイトに掲載
されている、総物件数のうち、その設備などがあるパーセンテージを表したものです。新築ではなく、中古物件の場合は、変えることが
難しいものと、可能な場合があります。ただ、この割合に合わせて、ご自分の物件を変えていく事は、物件の差別化をして、決めていく
重要な要素になります。どんな設備をつけた方が良いかは
インターネットの検索の比較結果によります。もちろん、
上記でご説明しましたように、家賃、初期費用などとの
関係がありますので、一概に設備を付けただけでは勝て
ない場合もありますので総合的な戦略が重要です。
是非お気軽にご相談いただければ幸いです。

【競合物件との各種条件比較例】

【ポータルサイトでの募集物件中の設備などの設置割合例】

※洗濯機は、室内に洗濯機置き場があるという意味です。

不動産ソリューションコーナー

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

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
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空室が危ない！！知らないうちに犯罪に使われる
空き部屋と、犯罪に巻き込まれないための対策とは！？
近年、全国的に空き部屋を活用した犯罪が増加しております。特に多いと言われている
のは空室物件で“荷物”を受け取る手口で行われる犯罪です。その荷物とは、高齢者の
方から騙し取った現金や、インターネット販売等で不正に購入した商品等。不動産会社
が内見するように装い、荷物の配達時間に合わせ室内で受け取り、すぐに部屋から出てい
く手口が多いようです。犯罪に巻き込まれないようにポイントをしっかり抑えて行きましょう。

空室が犯罪に使われないための予防ポイントは！？
時代の流れに合わせ、インターネットや宅配などの利便性の向上で新しい犯罪につながっているのも事実です。
犯罪に使われやすい物件の特徴と、対策方法をまとめてみました。

犯罪に使われやすい空室の特徴は？

対策方法

①人目につきにくい物件
例）死角が多い、清掃員・管理会社などの定期・不定期な出入りが少ない

②外付けの鍵ボックス（入室しやすい）

③空室が多い（不動産会社を装い入りやすい）

④物件が汚れている
（入居者が通報しなさそうと思われる）

⑤宅配ボックスがある
（荷物を受け取るために利用される可能性有り）

犯行に使われやすい空室の一番のポイントは、『あまり丁寧に管理されていない』 『オーナー、入居者が無関心に
見える』物件と言われております。上の対策を確認し、実施していただくことで犯罪を未然に防げる可能性が高まり
ます。是非この機会にご自身の物件を今一度見直していただき、安全な賃貸経営を目指しましょう！

①清掃を実施
（きれいな物件は近寄りがたい）

②スマートロック・電子ロック活用
（合鍵が作られづらい）

③防犯カメラの設置
（顔が見られる可能性を避ける）

④人の出入りを増やす
（管理会社・オーナー・入居者、
出入りが多い物件は狙われにくい）

屋外型カメラ屋内型カメラ

賃貸管理コーナー

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

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
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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

1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

1月 特選投資物件のご紹介！

マンション
清瀬市元町1丁目
清瀬駅 徒歩4分

専有面積：40.00㎡（12.1
坪）

昭和56年3月（築39年）
RC造陸屋根5階建

600万円
想定利回り12.0％

一棟
中央区新田町14
千葉駅 徒歩7分
近隣商業地域

建ぺい率：80％容積率：400％

土地：65.97㎡（19.95坪）
建物：238.32㎡（72.09坪）

5,330万円
想定利回り8.0％

一棟
板橋区東新町1丁目
ときわ台駅 徒歩7分

近隣商業地域
建ぺい率：80％容積率：240％

土地：78.06㎡（23.61坪）
建物：170.5㎡（51.57坪）

7,199万円
想定利回り6.77％

一棟
豊島区上池袋4丁目
北池袋駅 徒歩6分
第1種住居地域

建ぺい率：60％容積率：300％

土地：81.44㎡（24.63坪）
建物：74.7㎡（22.59坪）

7,880万円
想定利回り5.9％

一棟
北区日進町3丁目
宮原駅 徒歩9分
準住居地域

建ぺい率：60％容積率：200％

土地：147.16㎡（44.51坪）
建物：219.00㎡（66.24坪）

8,600万円
想定利回り8.2％

一棟
練馬区貫井2丁目
中村橋駅 徒歩9分

準住居地域
建ぺい率：60％容積率：300％

土地：60.66㎡（18.35坪）
建物：144.83㎡（43.81坪）

9,980万円
想定利回り6.44％

一棟
練馬区桜台6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：50％容積率：100％

土地：60.93㎡（18.43坪）
建物：49.68㎡（15.02坪）

2,150万円
想定利回り7.25％

一棟
大宮区大成町3丁目

鉄道博物館駅 徒歩7分
第1種住居地域

建ぺい率：60％容積率：160％

土地：230.92㎡（69.85坪）
建物：133.22㎡（40.29坪）

5,000万円
想定利回り7.00％



賃貸経営・不動産投資をされている方、これから資産形成をお考えの方はどなたでもご参加いただけます。

講演
内容

①現役世代必見！老後2000万円問題から読み解く資産形成の必要性と本質

③現役銀行員も警鐘！買ってはいけない物件について、買うとどうなる！？

④コロナショックと不動産市場の見通しについて、物件と金融機関の選び方

②江古田限定公開！投資家が知るべき「３つの利回り」と「ＩＨＯＮ」分析

⑤最新の投資物件事例を基に今買うべき物件・売るべき物件がわかる等々…

セミナー当日は席の間隔確保、消毒液設置、ドアノブ・机の消毒、定期換気を徹底いたします。お客様に
おかれましては体調を十分考慮いただいたうえでご参加をご判断くださいませ。また、マスクを着用する等、
出来る範囲での感染拡大防止のご協力をいただきますようお願いいたします。

【日時・開催場所】

土2021/1/23
時間：18:00~19:30
会場：矢島不動産管理 北口店
住所：東京都練馬区旭丘2-45-5島田ビル1Ｆ

主催：株式会社 矢島不動産管理

参加
無料

講 演
テーマ

お客様名 ご属性 ご年収 自己資金 ご希望条件

1 田辺 大樹 会社員／商社 1,800万円 1,000万円 利回り8%～、積算重視

2 菅沼 康雄 不動産賃貸業 5,000万円 30,000万円 RC物件、地方エリア、利回り10%～

3 逸見 忠利 事業主／マスコミ 4,000万円 2,000万円 利回り8%～、首都圏

4 久保 信広 会社員／マスコミ 2,000万円 10,000万円 高利回り、首都圏

5 井上 治朗 不動産賃貸業 20,000万円 30,000万円 利回り7%～、都内

6 上原 大央 会社員／商社 1,200万円 3,000万円 利回り8%～、積算重視

7 渡邊 辰巳 不動産賃貸業 10,000万円 100,000万円 バリューアップ出来る物件

8 田中 大輔 不動産賃貸業 3,000万円 10,000万円 利回り7%～、積算重視

9 穐津 健太 会社員／マーケティング 1,200万円 2,000万円 利回り8%～、5,000万円以内

10 吉田 健人 会社員／物流 1,200万円 1,000万円 利回り8%～、5,000万円以内

11 都甲 篤史 会社員／サービス業 900万円 500万円 利回り8%～、埼玉県、築古

12 松永 浩 公務員 900万円 4,000万円 利回り7%～、都内

13 三宅 学 会社員／金融 1,600万円 4,000万円 利回り6%～、都内

14 金子 智明 会社員／サービス業 2,000万円 10,000万円 積算重視（価格の7割超）

15 米山 紀一 公務員 1,400万円 2,500万円 10,000万円以内、積算重視

16 疋野 光啓 会社員／金融 2,000万円 4,000万円 利回り8%～、地方OK、積算重視

17 竹澤 優佳 医師 3,000万円 1,500万円 利回り8%～、川崎市・横浜市

18 伊藤 仁海 住職 1,200万円 2,000万円 利回り7%～、積算重視

19 小山 達郎 会社員／金融 2,000万円 5,000万円 利回り8%～、エリア広域

20 岡本 康 会社役員／商社 6,000万円 5,000万円 利回り9%～、予算3億円

21 金子 英之 事業主／士業 3,000万円 5,000万円 利回り8%～、愛知県

22 比企 幹夫 会社役員／製造業 1,200万円 2,000万円 利回り8%～、千葉県

23 五十嵐 透 不動産賃貸業 5,000万円 4,000万円 1億円以内、積算重視

24 柴沼 郁夫 不動産賃貸業 12,000万円 20,000万円 利回り7%～、東京都

25 内藤 勝己 会社員／製造業 1,600万円 10,000万円 利回り7%～、東京都

26 小川 貴博 公務員 1,000万円 500万円 利回り10%～、埼玉県

27 松井 哲也 会社員／シンクタンク 1,400万円 1,500万円 利回り8%～、地方OK

28 加藤 信行 会社員／不動産業 1,300万円 2,000万円 利回り8%～、地方OK

29 卓 興鋼 会社員／商社 1,000万円 3,000万円 利回り7%～、東京都

30 原田 充 事業主／士業 5,000万円 10,000万円 3億円以内、積算重視

☎0120-07-2525
東京都練馬区旭丘1-75-12 ヤジマビル1階 ✉ invest@realestate.ne.jp

QRコードまたは以下のフリーダイヤル、メールにてお待ちしております。

許 可 番 号 ： 東 京 都 知 事 ( 1 3 ) 第 2 6 3 4 4 号

予約受付中

http://ekoda-buy.jp/

講師陣は不動産業界に精通したスペシャリスト！
不動産投資に特化したゲスト講座あり。たったの
1時間半で不動産業界の市場と時流がわかる！

矢島不動産管理 投資 検索

投資専門サイトOPEN！！最新取引事例等、
お得情報満載。セミナーと併せて要チェック！！

コロナ禍を乗り越える、今こそ不動産投資を考える。
2021年、買うべき物件と売るべき物件を徹底解説！


