
宅地建物取引業︓東京都知事（13）第26344号
賃貸住宅管理業︓国⼟交通⼤⾂（2）第00692号

ンヤ ジジ ママ ガガ ジジ ンヤ

今月の主な内容

P1      今月の一言
相続無料相談会のお知らせ

P2      新人紹介
P3-4   スタッフ通信
P5 賃貸管理コーナー
P6      不動産ｿﾘｭｰｼｮﾝコーナー
P7-8 投資ページ
P9 ㈱⽮島不動産管理
P10 しろくまｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
P11    不動産投資応援セミナー

矢島不動産管理株式
会社

：0120-07-2525
http://www.realestate.ne.jp

本店 東京都練馬区旭丘1-75-12ヤジマビル1Ｆ
TEL：03-3953-3446

江古田北口店 東京都練馬区旭丘2-45-5島田ビル1Ｆ
TEL:03-3957-5515

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

最近、部屋の整理をしていて、

昔の本を手に取る機会がありましたが、

中でも松下幸之助さんの本が多く出て

きました。この本は捨てられないなと思い、ホコリをふいて棚に戻

しました。松下幸之助さんの本をよく読んだのは大学生の頃でした。

あの頃は起業したいという想いだけで何もわからないまま本を読

んでいましたが、当時の自分でもすっと読めて心に染みたのは、

松下幸之助さんの本だったのを覚えています。
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松下幸之助氏

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。

当時、自分なりに出した経営の心得として

「次を考えて、実行する」という言葉があります。これも松下幸之助さんの影響を

多分にうけた言葉です。松下幸之助さんがほかの経営者の方々と大きく違うのは、

多くの著書や松下政経塾などを残されたりしたことではないでしょうか。きっと

本気で日本の将来・未来を憂いていたのだと思います。

1989年4月に氏が亡くなられてから32年が経ち、

いまの世の中をどのように見ているかお話を聞いてみたいものです。
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スタッフ紹介 新しい仲間が加わりました♪

氏名 藤川 佳歩（ふじかわ かほ）

出身地 岩手県盛岡市

部署 営業

入社年月 2021年4月

休日の過ごし方

美味しいものを食べに行く
ウィンドウショッピング

サウナ

最近嬉しかった事
矢島不動産に入社しスタッフの皆さんに

歓迎していただけたこと！

好きな食べ物
わかめ、おにぎり、おでん、焼き鳥、納豆
最近バスクチーズケーキにハマっています

ひとこと

まだまだ入りたての新人ですが温かいスタッフの皆さんに囲まれて
とても楽しく勤務させていただいております。
困ったことがあった際は迅速にご対応しますので、いつでもご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

あったら差がつくお部屋の設備、人気ランキング！

2021年の繁忙期は、若干長く普段と違う現象がありました。

大学生はオンライン授業がほとんどという事もあり、ご実家に帰られる

方も多く、一人暮らし向けのワンルームや１Ｋのお部屋のお引越しが

多かったのに対し、カップルやファミリー向けの広めの１ＬＤＫや２部屋以上

ある物件は募集を始める前に店頭でのご案内で決まってしまったり、

募集を出したその日に内覧予約、次の日にはお申込みと、非常にカップル・

ファミリーの動きが目立っておりました。

その為、一人暮らしの社会人や学生の方はいつもよりたくさんの物件の中から選べる状況に

なったのです。 そこで差がつくのはどこなのでしょう。

立地や賃料をある程度絞った時、差がつくのは内装と設備です。

今、一人暮らしの方に人気の設備ランキングをご紹介！

５位は「ＬＥＤ電球」電気代の削減と電球切れの心配が軽減されます。

４位は「ゴミＢＯＸ設置」。敷地内のゴミストッカーは景観的にも人気。

３位は「各部屋エアコン完備」。ここ最近の暑さはエアコンなしでは

耐えられません。特にコロナ禍で自宅での熱中症対策にもなります。

２位は「宅配ボックス」です。そして、１位は・・・？後の５Ｐに続く！！！
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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
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Withコロナ時代を勝ち抜く︕⼊居者に⼈気の設備ベスト5

①インターネット無料、②宅配BOX、③エアコン設置、④ゴミBOX設置、⑤LED設置。どれも家に
いる時間の⻑くなった、新しい生活スタイルに合わせ、コロナ禍での人気設備になります。入居者様は
お客様です。快適な住まい環境の中、少しでも⻑く住んでいただくために、ご検討されてはいかがでしょ
うか。これからも、常に時流を読みながら、新しい提案を進めて参ります。

緊急事態宣⾔も３度目が実施され、まん延防止等重点措置も各地域で取り
組まれる等、未だに全国各地でコロナが感染拡大しております。
特に最近の変異株の発生状況を考慮すると、当⾯は⻑い在宅時間が続く
傾向になると考えられます。
少しでも快適な住環境を提供するべく、入居者の方から人気の設備を５つほど
ご紹介させていただきます。

項目 解説

1 インターネット無料
リモートワーク、在宅授業等で需要が急増しております。
物件規模に合わせた導入が可能で共用部分の工事のみ
です。工事自体は外壁機器取付が多く、1⽇〜数⽇で
完了します。

2 宅配ボックス
非接触受取を求める声が増えております。また、様々な
商品をWEBで購入する時代に突入し、生活リズムの変
化で夜中に受け取れる宅配ボックスが人気となっておりま
す。入居者の需要は確実に増えております。

3 各部屋エアコン
設置・交換

在宅の時間が増えエアコンの需要が増えております。
家庭内の環境整備が必須となっております。燃費の悪い
古いエアコン等の取り換えの依頼も増加しております。
ファミリータイプは全⼾への設置も増えております。

4 ゴミBOX設置
居住時間が増えたことでゴミの量が2〜3倍となっておりま
す。既存のゴミ置き場やデッドスペースにも設置可能
です。ゴミの散乱を防ぎ、景観も良くなるため入居促進に
も効果的です。

5 LED設置
分譲マンションを中心にLED電球の導入が進みましたが、
賃貸物件ではまだまだ通常の電球使用も多いです。
電球が多いマンションは電気代が削減され、電球切れに
伴うクレームも防ぐことが可能です。



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
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⼋王⼦アパート階段崩落事故から考える貸主のリスク管理
2021年4月に東京都八王子市の築8年のアパートで、外階段が崩れ落ち、住人の方が
死亡するというあってはならない事故が発生いたしました。今回の事故は築8年と築年数の
浅い物件であること、設計と異なる施工、建築基準法が規定する防腐処理がされていない
こと等から建築会社に起因する事故と考えられます。2020年10月には北海道苫⼩牧市
の築25年程度の2階建アパートで、外廊下が崩落し5人がケガをするという事故が発生して
おります。改めて貸主のリスクについて考えたいと思います。

ポイント１．事故を発生させない心構え・定期的メンテナンス
①建築・取得時の心構え
【新築の場合】
賃貸経営は事業である以上、収益性が重要です。しかし、⾏き過ぎた利回りの追求が今回の東京アパート
階段崩落事故に繋がっていると考えます。貸主は利回りの前に、人が住む場所であることを忘れてはいけません。
取得段階で安過ぎる建築コストは⼀度疑って⾒た方が賢明です。

【中古の場合】
中古のアパート・マンションは新築と⽐べて利回りが⾼く、築古であれば⾼利回りで資産形成に適した物件も多い
です。しかし、中古物件は大規模修繕工事を⾏っていない状態で取引される場合も多く、購入側も部分補修で
凌ぐケースも散⾒されます。既に建物の劣化現象が発生しており、大規模修繕工事を⾏ってない場合は工事
実施を検討しましょう。中古で取得する場合、修繕費を考慮して⾦額交渉することも選択肢の⼀つです。

②定期的なメンテナンス
事故を発生させないためには定期的なメンテナンスが重要です。管理会社による⽇常の巡回点検、異常があった
場合の即時対応は勿論のこと、10〜20年に1回の大規模修繕工事が必要です。必要時期にメンテナンス・
修繕工事を⾏わず、繰延した場合、補修では効かず、全交換になる等、結果的に経費が⾼くなる場合が多い
ため、定期的に⾏うことを推奨いたします。

ポイント２．もしもの事故に備える「施設(建物管理)賠償責任保険」
賃貸物件を保有している方は、「施設(建物管理)賠償責任保険」に必ず入りましょう。保有しているアパート・
マンションの⽋陥や管理不備等により万が⼀事故が起きてしまったときに、補償をしてくれる保険です。１事故あたり
1億円限度でも10年で数千円〜数万円程度ですので、もし所有されている物件の保険加入状況が気になる方は
すぐに保険会社に確認をしましょう。不動産の売買時には必ずご提案をさせていただいております。

右図は国⼟交通省が発表している⺠法、借地
借家法等に基づき賃貸借契約によって発生する
権利義務について纏めた資料です。注目していた
だきたいのは貸主には「必要な修繕を⾏う義務」が
あるということです。これは⾔い換えると貸主は、
借主が適切な状態で居住していただく義務があり、
その対価として賃料を受領しているということです。
今回の事故はそもそも施工に起因する事故ですが、
⼀方で適切な修繕を⾏わないことによる事故は貸主
にとってリスクが⾼いため、改めて抑えるようにお願い
します。以下に貸主リスクを避ける２つのポイントを
お伝えします。



-7-

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 担当：内藤・山本

6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 担当：内藤・山本

6月 特選投資物件のご紹介！

マンション
大田区久が原3丁目
久が原駅 徒歩6分

専有面積：18.9㎡（5.71坪）
平成3年1月（築30年）

RC造7階建

1，050万円
想定利回り6.4％

マンション
中野区本町3丁目
中野新橋駅 徒歩5分

専有面積：18.27㎡（5.22坪）
平成3年6月（築29年）

RC造7階建

1,150万円
想定利回り6.67％

マンション
文京区関口2丁目
江戸川橋駅 徒歩6分

専有面積：18.26㎡（5.52坪）
昭和60年10月（築35年）

RC造3階建

1,420万円
想定利回り6.25％

一棟
春日部市中央7丁目
春日部駅 徒歩10分
第二種住居地域

建ぺい率：60％容積率：200％

土地：347.0㎡（104.96坪）
建物：500.58㎡（151.42坪）
昭和62年12月（築33年）

7,000万円
想定利回り8.88％

一棟
東村山市本町1丁目
久米川駅 徒歩5分
準住居地域

建ぺい率：60％容積率：200％

土地：67.91㎡（20.54坪）
建物：134.78㎡（40.77坪）
平成3年4月（築30年）

3,500万円
想定利回り10.0％

一棟
熊谷市榎町

熊谷駅 徒歩11分
商業地域

建ぺい率：80％容積率：400％

土地：127.23㎡（38.48坪）
建物：441.32㎡（133.49坪）
昭和44年10月（築51年）

9,250万円
想定利回り10.05％

一棟
豊島区南長崎2丁目
落合南長崎駅 徒歩8分

第一種中高層住居専用地域
建ぺい率：60％容積率：160％

土地：88.92㎡（26.89坪）
建物：156.35㎡（47.29坪）
令和元年8月（築2年）

9,980万円
想定利回り6.82％

マンション
中央区勝どき2丁目
勝どき駅 徒歩3分

専有面積：57.0㎡（17.42坪）
平成11年1月（築22年）

SRC造13階建

4,600万円
想定利回り4.69％



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
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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】



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2021/6/26

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
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 ⾠⺒ 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

☎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︕

地域のオーナー様、国内外の

投資家向けセミナーの講演

や富裕層、会社経営者様等

の資産形成コンサルティング

実績のある講師が、

わかりやすくご説明致します。


