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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

今回は本の内容を抜粋させて頂きます。旧日本軍の失敗を考察した
本です。

『組織が継続的に環境に適応していくためには、組織は主体的にその戦
略・組織を環境の変化に適合するように変化させなければならない。適
応力のある組織は、環境を利用してたえず組織内に変異、緊張、危機感
を発生させている。
日本軍は逆説的ではあるが、きわめて安定的な組織だったのではなか
ろうか。彼らは思索せず、読書せず、上級者となるにしたがって反抗す
る人もなく、批判を受ける機会もなく、・・（中略）・・創立以来75年たち、2
代、3代と代替わりして、すっかり安定した日本人的な長老体制ができあ
がっていた。・・（中略）・・住み心地が良すぎたせいか、新陳代謝がすすま
なかった。・・（中略）・・トップこそ豊富な経験と知恵の上に想像力と独創
力を働かせ、頑健な身体と健全なバランス感覚で、誤りない意思決定を
しなければならない。』
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「失敗の本質（中公文庫）」を読んで

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。

いまの日本にそのまま当てはまるのではないでしょうか。国という組織も失敗から学び、PDCAを回して
制度を変えていかなければ未来はありません。僕が知らないだけだと思いますし、立派な官僚の人た
ちがいると信じたいですが、失敗から学ぶ姿勢があまり伝わってこない。
居心地が良すぎてその場に長くとどまり自分自身やその組織の成長を止めてしまうのではなく、ひと
りひとりがその場所でリーダーシップを発揮することが大事だと思います。

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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♪地域のお店紹介コーナー♪

♪季節の美味しい野菜と商品をご紹介♪

“八百屋つばくろ”

今回ご紹介するのは、ヤジマガジン登場２回目の『八百屋つば
くろ』さんです。皆様ご存じの矢島不動産のすぐ横の八百屋さん
です。前回の登場はなんと５年前！時が経つのは本当に早いで
すね。
コロナで閉店する店舗が多い中、現在も元気に営業されている
人気店です♪取材の日もお客様が入れ替わり立ち代わり入って
きていました。
今回はお勧め商品を紹介して頂きました！
新鮮野菜はもちろん加工食品も沢山おいてあり、普段スーパー
で目にしないようなめずらしい商品が並んでいました。

以前に比べて加工食品が多く並んでいたので、うかがってみると、農
家さんもコロナでなかなか厳しいのが現状のようです。無農薬の有機
野菜のB級品を加工して、商品にされる方が増えていて、その商品が美
味しく一石二鳥！元の形は悪くても、加工してしまえば素敵な商品に
早変わり！！

八百屋つばくろ
東京都練馬区栄町旭丘1-75-11
営業時間：12：30～18：00
営業日：火曜日～木曜日

コロナで調味料にこだわる方も増え
てきて、つばくろさんではめずらしい
調味料も沢山取り揃えていました。原
材料にこだわった、調味料の数々。

グルテンフリーのケーキやドーナツも
並びます。ヘルシーで体に優しいス
イーツいいですね♪

わずか15歳で起業した現在大学生の
種苗会社の伝統野菜の種。弊社近藤も
購入して育てています！

お米もたくさんの品種が並んでいます。
この『あさひ』という品種は、コシヒカ
リなどの品種の親にあたり、あさひを
もとにして後継種が作られたお米の
ルーツ！

もちろん八百屋さんなので、新鮮野菜
どっさりの店内！
季節のお野菜や、珍しい野菜が並びま
す。

となりのえりんぎが小さいのではなく
なめこが大きいんですよ！！麻婆豆
腐に入れると最高に美味しいとのこと
でした♪

コロナ禍でまだまだ自由に外食ができない世の中ですが、ご家庭で美味しい新鮮な野菜を食べてテン
ションをあげてみませんか？珍しい野菜は、この野菜はこうやって食べると美味しいですよ！と教えて
くれました。みなさんもぜひ足を運んでみてください♪

（取材：安藤 薫）
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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

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

保有物件の強み・弱みについて

項目 チェック欄 点数

④追焚設備やサーモスタット等バス回りのニーズに対応しているか

➏
募
集
活
動

点

点

点

点

点

点

❶
立
地
条
件

❷
外
観
の
状
態

❸
室
内
の
状
態

❹
設
備
状
況

❺
募
集
条
件

①人気エリア・沿線に位置している

②駅徒歩10分以内の立地にある

③近くに人気の商業施設がある

④周辺に生活に必要な施設がそろっている

⑤入居者のターゲットは明確

⑤収納スペースは確保できている

⑥治安の良いエリアにある

①定期清掃は入っている

②植栽等の手入れはされている

③館銘板や集合ポストなどの共用部はきれいにしている

④自転車・バイク置き場は整理されている

⑤大規模修繕も定期的に行われている

⑥入居者リクエスト未対応はない

①リフォームは計画的に行っている

②室内の美化ができている

③空室の演出ができている

④ターゲットに合わせた室内空間になっている

⑤事前の条件緩和の検討を行ったか

⑥競合物件と差別化ができている

①エアコン・シャワートイレ・モニターホンは設置済か

②上記設備等は過度に経年を感じさせていないか

③ＴＶ・インターネット環境は整っているか

⑤玄関収納等は現在のニーズにあっているか

⑥共用部設備は適宜必要な更新がされているか

①設定賃料は相場賃料と合っているか

②初期費用は競合や相場と合っているか

③契約条件は弱みをカバーしているか

④フリーレント・広告料等の検討は行ったか

⑥ペット可等のカスタマイズの検討を行ったか

①物件のメリットや長所を打ち出せているか

②ネット広告の写真は最新のものになっているか

③業者への周知は徹底されているか

④物件の鍵は案内されやすい状態にあるか

⑤問い合わせに対する素早い回答ができる体制があるか

⑥ウェブ接客対応ができる業者に委託しているか

内容

賃貸経営は比較的不況の影響を受けずらい、と言われておりましたが、以前
からの人口減少問題に加えてコロナショックと今後何が起こるかわからない時代
です。保有物件の強み・弱みを把握し、賃貸経営をより良くしていくきっかけを
積極的に作って行く必要があります。。強みは磨きをかけ、弱みは改善。改善
不可能なものは他の要素でカバーし、物件の総合力を上げて行きましょう。

強み・弱みを知る6つのチェックポイントがあります。①立地、②外観の状態、③室内の状態、④設備
状況、⑤募集条件、⑥募集活動です。物件によって、必要な対策は違います。チェックリストを活用
することで物件の状況に合わせ、必要な対策を絞りやすくなります。以下のチェックリストを基に、レー
ダーチャートを完成させて今後の賃貸経営にお役立ていただければと思います。

上記で現状把握いただいた後は、戦略（ターゲットや、時期対策）を立て、戦術（設備交換や
リフォーム、家賃改定など）を立て、実行することが重要です。空室が埋まらない、適正賃料がわから
ない、広告費はどれくらい掛ければ良いか知りたい、決まるリフォームを教えて欲しい等、満室経営、
収益最大化に向けたご相談は日々お受けしておりますので、何時でもご相談いただければと思います。
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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

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

民法改正をおさらい！新しい資産売却の基礎

最近、アパート売却を検討されるオーナー様が増えております。様々な将来
不安が懸念されますが、何の備えもなくいきなり資産を処分する、となると想定
しないトラブルや思いもしない費用が掛かる可能性があります。昨年4月の民
法改正で売主側の責任も大きく変わりました。将来の対策の一つとして、売却、
という資産の出口の基本を知っておき、民法改正後の売却の基本を抑えてお
きましょう。

民法改正で変わった、「契約不適合責任」とは

昨年4月1日より、民法が変わり、不動産の売り主責任が大きく変わりました。一番のポイントは今
まで「瑕疵担保責任」だったものが「契約不適合責任」に変わるというものです。単に用語や表現が
変わったということではなく、概念自体が大きく変わっています。

①旧民法：瑕疵担保責任
物件に隠れた瑕疵があった場合損害賠償、契約解除ができる

②新民法：契約不適合責任
契約の内容に適合しないものについて損害賠償、契約解除、
追完請求、代金減額請求ができる

民法改正によって不動産売買で制限されてきた買主の権利が拡充され、相対的に売主の責任、
および責任がおよぶ範囲は広くなります。履行利益（＝その契約がきちんと履行されていれば、そ
の利用や転売などにより発生したであろう利益）も損害賠償請求の対象となり、追完請求および
代金減額請求も認められるため、“現実的に買主が行使しやすい対抗措置”となる可能性が高く
なっています。目下の対策として、契約不適合責任に対応するには、まず契約書（もしくは物件状
況確認書および付帯設備表）に物件の状態・状況を細大漏らさず記載することがとても重要に
なってきます。売却を検討する際は事前にご自身の物件状況を確認しておきましょう。実務上は
契約不適合責任の範囲の変更や免責というケース等、合意形成によって決まる部分もありますの
で詳細はご相談いただければと思います。

【今まで】瑕疵担保責任 【2020年4月以降】契約不適合責任
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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

5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

5月 特選投資物件のご紹介！

マンション
練馬区豊玉北2丁目
桜台駅 徒歩8分

専有面積：20㎡（6.05坪）
昭和62年8月（築33年）

RC造4階建

750万円
想定利回り8.48％

マンション
中野区中野1丁目

中野坂上駅 徒歩8分
専有面積：19.87㎡（6.01坪）

平成17年12月（築16年）
RC造4階建

1,480万円
想定利回り5.83％

マンション
杉並区浜田山2丁目
浜田山駅 徒歩2分

専有面積：26.63㎡（8.05坪）
昭和60年7月（築35年）

RC造5階建

1,680万円
想定利回り5.57％

一棟
八王子市館町

狭間駅 徒歩14分
第一種低層住居地域

建ぺい率：40％容積率：80％

土地：806.05㎡（243.83坪）
建物：496.03㎡（150.04坪）
昭和62年12月（築33年）

8,430万円
想定利回り10％

一棟
緑区寺山町

中山駅 徒歩10分
第一種低層住居専用地域

建ぺい率：50％容積率：100％

土地：127.43㎡（38.54坪）
建物：99.64㎡（30.14坪）
平成26年8月（築7年）

5,740万円
想定利回り7.73％

一棟
練馬区高松4丁目
光が丘駅 徒歩8分

第一種中高層住居専用地域
建ぺい率：60％容積率：200％

土地：84.7㎡（25.62坪）
建物：149.37㎡（45.18坪）
平成17年9月（築16年）

8,500万円
想定利回り6.9％

一棟
世田谷区祖師谷4丁目
祖師谷大蔵駅 徒歩10分
第一種低層住居専用地域

建ぺい率：50％容積率：100％

土地：183.08㎡（55.38坪）
建物：148.64㎡（44.96坪）

平成9年（築24年）

9,100万円
想定利回り6％

マンション
中野区上高田4丁目
中井駅 徒歩5分

専有面積：50.85㎡（15.38坪）
平成10年8月（築22年）

RC造7階建

3,480万円
想定利回り5.34％
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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：10：00～18：00（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】



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、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。感染拡大状況によってはセミナーを中止・延期いたしますので予めご承知おき願います。

【日時・開催場所】

土2021/5/29
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！


