
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000056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 
    相続無料相談会のご案内 
P2  特集”賃貸住宅管理業法” 
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ビス 
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 
https://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 



  株式会社矢島丌動産管理 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 

     
 オリンピックが終わりました„8/9現在、パラリンピックはこれ
から開催予定‟。開催に関しては賛否の声がたくさんありました
が、アスリートの方々が自分やチームの集大成を競技にぶつけ
ている姿はとても感動的でした。 
彼らは各競技のなかで界一を目指して、まず日本一の結果を 
出してきた人たちです。そこに至るまでに大小様々な挑戦や 
犠牲があったと容易に想像できます。 
 
彼らに強い共感を覚えるのは、「挑戦」しているからではない 
でしょうか。私自身も毎月目標設定をしていますが、やること 
リストを見れば、やっぱりいろいろな挑戦をしているなと思い 
ます。そうやって現状に満足せずに、変化する市場の先をいけ
るように、挑戦を繰り返して生きる。たとえ、失敗してもそこから 
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オリンピックと「挑戦」 

 相続無料相談会のご案内 

～「丌動産」・「相続」無料相談会～ 

矢島丌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「丌動産の共有」であり、相
続税を圧縮させる1番の対策も「丌動産の利用方法」です。 
「丌動産」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。 

 

気づきを得て、また進んでいく。一日一日では気づきませんが、ふと振り返った時にこんなに
進んでいると実感して成長を感じることができます。 
 
「挑戦しないのは仕事をしないのと同じ」セブンイレブンジャパン創業者の鈴木敏文さんの 
言葉です。私たちはアスリートではありませんが、挑戦することを大切にする会社を創って 
いきたいです。 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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賃貸住宅管理業、2桁で登録されました！ 

管理に関するご相談は 0120-07-2525 担当：山本・関口 

賃貸住宅管理業者登録票 

登録番号 

登録年月日 

登録の有効期限 

称号または名称 

主たる営業所の 
所在地 

国土交通大臣(２)000056号 

令和3年7月28日 

令和８年7月28日 

株式会社矢島不動産管理 

東京都練馬区旭丘１丁目７５番１２号
ヤジマビル１階 

私たち、矢島不動産管理は、いち早く管理の大切さを自覚し、 
適当な管理といわれないよう、日々精進してまいりました。 
おかげ様で多くのオーナー様より管理をお任せいただき、感謝しております！ 
 
今回このように、ちゃんと「賃貸住宅管理業」として国土交通省に 
登録を終え、国家資格となりました、賃貸不動産経営管理士も 
すでに複数名揃っております！ 
 

お知り合いの方で、入居者トラブルや滞納等 
お困りの方がいらっしゃいましたら、 

ぜひ矢島不動産管理をご紹介ください！ 

今回の法改正は、悪質な管理業者、サブリース業者から 
オーナー様を守る法律となっております！ 

逆に、賃貸住宅管理業者としては、 
法改正により、今までにはなかった 
書類作成や確認事項などが増え、 
今まで以上に気を引き締めて 
業務を遂行しなければなりません。 

賃貸住宅管理業、2桁で登録されました！ 

賃貸住宅管理業者登録票 

登録番号 

登録年月日 

登録の有効期限 

称号または名称 

主たる営業所の 
所在地 

国土交通大臣(２)000056号 

令和3年7月28日 

令和８年7月28日 

株式会社矢島不動産管理 

東京都練馬区旭丘１丁目７５番１２号 
ヤジマビル１階 

私たち、矢島不動産管理は、いち早く管理の大切さを自覚し、適当な管理といわれないよう、 
日々精進してまいりました。 
おかげ様で多くのオーナー様より管理をお任せいただき、感謝しております！ 
 

今回このように、ちゃんと「賃貸住宅管理業」として国土交通省に登録を終え、 

国家資格となりました、賃貸不動産経営管理士もすでに複数名揃っております！ 
 

お知り合いの方で、入居者トラブルや滞納等お困りの方が 

いらっしゃいましたら、ぜひ矢島不動産管理をご紹介ください！ 

全国で 56番！東京都で 7番！練馬区で 2番！ 

賃貸住宅管理業法とは？ 

一部の悪徳不良業者によってオーナーや入居者とのトラブルが増加傾向にありましたが、法律の施行により、 
今後は不良業者が淘汰され、質の高い管理を行う管理業者のみが賃貸人（オーナー）や賃借人（入居者）に選ば
れるようになります。 

近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等
するオーナーが増加したことで、オーナー、あるいは入居者との間でトラブルが多く発生しています。さらに、 
賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、家賃保証等の契約条件の誤認
を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。 
 

このような情勢を受け、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けることで、「管理業務の適正な運営」と
「借主と貸主の利益保護」を図るため法律が制定されました。 

「誇大広告等の禁止」（２８条）、「不当な勧誘等の禁止」（２９条） 
「契約締結前の重要事項説明義務」（３０条） 
賃貸住宅管理業の登録制度の創設、業務における義務付け等 

-法律の対象者- 

-法改正の一例- 

出典：日本賃貸住宅管理協会HPより 
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空室対策・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 

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 

賃貸管理コーナー 

賃貸物件の老朽化と長期修繕計画 
以下のグラフは全国の賃貸物件を築年別に纏めたグラフです。 
住宅土地統計調査は5年に1回行われており、直近では2018年の 
データとなりますが、以下のとおり築20年以上の賃貸物件が全体の
50%を超えている結果となっております。その前の調査である
2013年の結果でも殆ど同様であったため、今後もこの傾向は続い
ていくと考えられます。 
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築50年以上 築40～59年 築30～39年 築20～29年 築10～19年 築3～9年 

不詳 

1970年以前 1971～1980年 1981～1990年 1991～2000年 2001～2010年 2011～2018年 

借家総数 968,700  2,127,200  3,392,300  4,111,200  3,910,200  2,842,700  1,712,400  

民営借家数 537,300  1,167,300  2,738,100  3,364,000  3,338,400  2,482,200  1,668,000  

築20年以

上 
55.6% 

築20年未

満 
35.4% 

不詳 
9.0% 

 全国の居住借家 築年別戸数                                   借家築年別構成比 

平成30年住宅・土地統計調査（総務省） 

このような状況もあり、賃貸経営をされているオーナー様に国土交通省が2019年に 
アンケートを行ったところ、以下のような課題・不安が挙げられました（ベスト3）。 
 
 ①「入居者が減少し、経営が立ち行かなくなった時の対応」 
 ②「自らいつまで管理を継続できるか、引継ぎや相続への対応」 
 ③「所有する賃貸住宅の老朽化対応・長期修繕計画の策定」 
 

いずれも時間の経過と共に、市場の変化（人口減少）、自身の変化（高齢化）、物件
の変化（老朽化）と課題が明確になっております。特に賃貸物件の老朽化が進むこと
で今まで業界でも関心の薄かった長期修繕計画の必要性が注目されております。 
最近では修繕はしなければならないが、修繕費の捻出が難しいという声も聞きます。 
建物の維持保全の観点からも分譲マンション同様に一定のコストを毎月コスト計上し
て試算した方が良いと思います。仮に一棟物件で修繕費を積み立てる場合、月額戸当
たり換算でざっくり5千円～1万円程度になると考えます。老朽化が進む今、将来に向
けた修繕を早い段階で対策しておくことをオススメいたします。 
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丌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 

活況な首都圏の不動産市場について 
首都圏の不動産市場が活況です。REINS（公益財団法人東日本不動
産流通機構）によると2021年6月時点で、成約件数、成約価格共に 
上昇しており、一方で在庫件数の減少拡大が広がっており、現在は 
確実な売り手市場です。現在の市況を踏まえると、客観的にも売却
に適した時期で想定以上の価格で取引されるケースも見受けられま
す。物件価値を把握しておけば今後貸し続けた方が良いか、それと
も売却した方が良いか考えることができます。 
 
 
 

お持ちのご物件について「どれくらいの価値があるのか知りたい」等、ご相談は 
いつでもお受けしておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。 

【首都圏中古マンション㎡単価】 
 成約㎡単価は14ヶ月連続で上昇、在庫㎡単価は41ヶ月連続で上昇 
  ○成約㎡単価 
   6月の首都圏における中古マンション成約㎡単価は 59.42 万円/㎡で前年比プラス11.1％ 
   の2ケタ上昇となり、20年5月から14ヶ月連続で前年同月を上回った。前月比も1.4％ 
   上昇した。 
 

  ○新規登録㎡単価 
   6月は63.81万円/㎡で前年比プラス11.2％の 2 ケタ上昇となり、9ヶ月連続で前年同月を 
   上回った。前月比もプラス 0.7％となった。 
 

  ○在庫㎡単価 
   6月は66.07 万円/㎡で前年比プラス11.4％の2ケタ上昇となり、18年2 月から41ヶ月 
   連続で前年同月を上回った。前月比も1.3％上昇した。前年比の上昇率は20年2 月以降、 
   拡大が続いている。 
 

【首都圏中古戸建住宅件数】 
 成約件数は機構発足以降6月としては過去最高、在庫件数は減少率の拡大続く 
  ○成約件数 
   6月の首都圏における中古戸建住宅の成約件数は1,329件で前年比プラス 15.2％の 
   2ケタ増となり、12ヶ月連続で前年同月を上回った。6月としては1990年5月の機構発足 
   以降、過去最高となった。 
 

  ○新規登録件数 
   6月は4,152件で前年比マイナス22.7％の大幅減となり、20年3月から16ヶ月連続で 
   前年同月を下回った。前月比も 1.9％減少した。 
 

  ○在庫件数 
   6月は14,159 件で前年比マイナス 33.4％の大幅減となり、13 ヶ月連続で前年同月を 
   下回った。前月比も3.4％減少した。前年比の減少率は20年7月以降、拡大が続いている。 
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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  

９月 特選投資物件のご紹介！ 

(税込) 
万円 

6.9% 

販売 
価格 
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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  

９月 特選投資物件のご紹介！ 

一棟 
品川区二葉３丁目 
西大井駅 徒歩５分 

土地：161.71㎡（48.92坪） 
建物：148.65㎡（44.97坪） 
昭和32年10月（築64年） 

木造2階建 

5,980万円 
想定利回り11.19％ 

一棟 
練馬区関町北５丁目 
武蔵関駅 徒歩12分 

土地：110.80㎡（33.51坪） 
建物：106.26㎡（32.14坪） 
平成19年8月（築14年） 

木造2階建 

6,468万円 
想定利回り7.0％ 

一棟 
練馬区関町南２丁目 
上石神井駅 徒歩15分 

土地：181.60㎡（54.93坪） 
建物：191.00㎡（57.78坪） 
平成2年10月（築31年） 

木造2階建て 

9,000万円 
想定利回り8.22％ 

一棟 
足立区青井４丁目 
青井駅 徒歩７分 

土地：215.00㎡( 65.03坪) 
建物：344.42㎡(104.18坪) 

令和3年3月（新築） 
木造3階建て 

14,800万円 
想定利回り7.41％ 

一棟 
足立区梅田２丁目 
五反野駅 徒歩11分 

土地：151.69㎡（45.89坪） 
建物：141.79㎡（42.89坪） 

平成25年7月（築8年） 
木造2階建 

6,170万円 
想定利回り7.25％ 

一棟 
千葉市緑区誉田町２丁目 

誉田駅 徒歩9分 
土地：400.95㎡（121.28坪） 
建物：314.45㎡（ 95.12坪） 

平成25年6月（築8年） 
木造2階建 

7,800万円 
想定利回り6.85％ 

一棟 
葛飾区東堀切２丁目 
お花茶屋駅 徒歩10分 

土地：130.96㎡（39.62坪） 
建物：208.92㎡（ 63.2坪） 

平成29年2月（築4年） 
木造3階建 

12,690万円 
想定利回り6.89％ 

一棟 
葛飾区亀有４丁目 
亀有駅 徒歩10分 

土地：132.23㎡（39.99坪） 
建物：246.86㎡（74.68坪） 

平成31年3月（築2年） 
木造3階建 

15,000万円 
想定利回り6.98％ 
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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】 



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 
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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、 
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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！金融庁のレポート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。 

参加 
無料 

講 演 
テーマ 

☎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 

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！ 

【日時・開催場所】 

土  2021/9/25 
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 

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

予約受付中 

https://ekoda-buy.jp/ 

講師陣は不動産業界に精通したスペシャリスト！ 
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！！ 

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、最新の 
不動産市場・不動産投資に 
ついてわかりやすく解説！！ 


