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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 
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相続支援コンサルタント 

     
  

-1- 

アイデアがある人には、世の中チャンスだらけに見えるはずです。 
でもそこに気づけない人たちは、そもそも探せていない。 
気づかないといいます。 
 
幸い、私にはやりたいこと、やりたいアイデアが多くあります。 
スピードを上げて実行していかなければと思い直すよい機会となりました。 

チャンスを見つけるチカラ 

 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。 

 

先日、ビジネスプランに関するセミナーを視聴しました。 
早稲田大学の社会人向け講座でインターネットビデオ（ZOOM） 
で行うものでしたが、久しぶりに面白いと感じる内容に感動 
しました。 
 
その講師が言うには、日本人はアメリカに比べて起業する割合
が極端に少ないそうです。その理由のひとつを、単にビジネス 
アイデアを見いだす力がない。そもそも訓練をしていないと 
いうことでした。小学校からアイデアを出し合う教育をうけた 
アメリカと、答え合わせばかりしている日本の教育と全然違う 
というのです。 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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入居者募集・管理に関するご相談は 0120-07-2525 担当：山本・関口 

初期費用の支払いにクレジット決済を導入致しました！ 

キャッシュレスの時代、決済方法が豊富！！ 

現金を使わずに決済する方法「Cash Less」キャッシュレス。 

もともと現金主義が高かった日本において、経済産業省が主体となり、 

キャッシュレス化が広がってきました。 
 
キャッシュレスといってもいろいろあります。 

①前払いタイプ    現金をチャージしておいて即時決済するタイプ（交通系ICカードなど） 

②即時払いタイプ 主にデビットカードが該当。決済をした瞬間に銀行口座から引き落とされるタイプ。 

③後払いタイプ  クレジットカードに代表されるタイプ、分割払いなどにも対応し、セキュリティ性も高い。 

お部屋を借りる際にクレジットカード決済が求められる理由 

賃貸でお部屋探しをされるお客様は千差万別ですが、 

特に今、都内で空室が目立っているのは単身用のお部屋です。 

コロナ渦で、江古田の大学ではオンライン授業が増えた事で地方のご実家へ 

帰られる学生も多くいらっしゃいました。 

 

それでも、またお引越しされる方は常にいらっしゃいますが、不動産会社としては 

厳しい状況が続いてきております。 

 

学生さんもそうですが、社会人の方は特にリモートワークになる方も多いので、インターネット環境を気にする方が 

特に増えました。また、自宅で仕事をしたり授業を受けたり、ステイホームの時間が長くなるためお部屋の居心地を 

以前に比べると重視する方が増えました。 

 

そうすると、お部屋のグレードは比例して高くなっていきます。家賃も当然上がります。初期費用としては当たり前

ですがまとまったお金が必要になります。引っ越しにも費用がかかりますね。 

 

「初期費用をクレジットカード決済できませんか？」という方の理由として、 

  １．まとまった現金をすぐ用意できない 

     通常、初期費用はお家賃の４～６ヶ月分ほどと言われておりますので、お引越しに 

     かかる一度の費用を少しでも分散できたら、引っ越しもしやすくなります。 

  ２．オンラインで簡単に決済できる 

     初期費用は通常振込となっており、指定された口座に振り込みをしないといけないのですが、 

     クレジットカード払いはオンラインで簡単に決済ができるというメリットがあります。 

  ３．ショッピングと同じようにポイントも貯められる 

     クレジットカードで支払う事で、通常のショッピングと同じようにポイントが貯まるメリットがあります。 

     ポイントの還元率はクレジット会社によって異なりますが、初期費用となると大きな還元率が望めます。 

クレジットカード払いで入居率アップ！ 

クレジットカードの保有率は2015年以降で最高の８６．６％！！ 
政府からのキャッシュレス推進施策に加え、コロナ渦における生活様式の変化や 
消費行動の変化が後押ししたのではないでしょうか。 
オンラインショッピングはもちろん、なるべく外部との接触をさけたいデリバリーなど

でも、クレジットカードがかなり活躍しているようです。 
不動産業界はほかの業界に比べてまだまだ導入しているところは少ないですが、 

これをきっかけに、入居率アップを後押ししてくれるはずです！ 
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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 

今月のテーマは「繁忙期に向けたお部屋作り」です。コロナ禍ですが「不動産
賃貸業」としてやることは変わりません。選ばれる物件化（例年より少し強め
の対策）、テナントリテンション対策（不要な退去を防ぐ・クレーム拡大予
防）、情報収集を徹底しライバルよりも早く手を打つことが重要です。 
以前の状態に戻す「原状回復」ではなく、今の時代に合わせて決まる修繕を 
する「現状回復」の３つのポイントについてお伝えします。 

   空室過剰市場を生き抜く「賃貸経営法」 
   繁忙期に向けたお部屋作り 

＜ポイントその２＞ 
Web上での見え方を重視したお部屋作り 
 Web上での写真の写りを重視 
 して修繕を行なっていきます。 
 全て真っ白なクロスは色飛びする 
 ため、WEB上ではお客様の目に 
 留まりにくいケースもあります。 
 一面にアクセントクロスを入れて 
 奥行きを出すことによって写真 
 映りが良くなりお客様の印象アップ！ 
 奇抜なクロスよりは無彩色の 
 クロスの方が好まれる傾向に 
 あります。 

古いｶﾗﾝをせっかく
交換するのに・・・

ﾚﾊﾞｰや蛇口がﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
なんか古臭い・・

不動産会社にIH備付と聞いていたが・・・

実際に内見してがっかり・・・

2口IHに変えるだけでｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

機能は同じでもﾃﾞｻﾞｲﾝにこだわ
るだけでｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ

＜ポイントその１＞ 
修繕の際の必須設備の交換 
 LED照明、台所シングルレバー、 
 風呂サーモスタット水栓は必須。 
 お部屋の見た目に関わる部分を 
 取替するだけでイメージアップ。 

○

×

＜ポイントその３＞ 
実家仕様の設備の導入 
 温水洗浄便座、TVインターフォン、 
 IH等、お部屋探しをする若年層の 
 実家にある標準設備です。随時導入 
 して行きましょう。 
 お部屋の設備の条件変更も大事ですが、 

お客様を案内した時のお部屋の全体の 

印象が良くなるようにすることが重要 

です。 
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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 

相続税評価 年間収入 年間支出 年間収支 ROA 

物件A 6,000万円 700万円 150万円 550万円 9.1％ 

物件B 6,000万円 500万円 150万円 350万円 5.8％ 

Ｑ．子供に相続する場合の、『いい物件』の目安はありますか? 

『いい物件』の目安は、ROAで判断する 
目安の一つが、ROAを高めておく、ということです。耳慣れない言葉かもしれませんが、
ROA比較とは 当期利益を相続税評価額で割ったものです。ある物件の例を見てみま
しょう。 
 

■ある資産のROA比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
物件Aと物件Bを比較すると、 
『相続税評価額』と『年間支出』は一緒ですが、『年間収入』は大きく違っています。
結果、ROAは物件AはBの1.5倍以上の数字となっていて、『良い物件』の目安の一つ
となります。一般的には、資産全体で８％を超えると優秀な資産と言われています。 
是非、ご自身の資産を測る目安としてROAを活用してみてください。 
 
 
 
相続人である 

相続税速算表

課税価格 税率 控除額

１，０００万円以下 １０％ --

１，０００万円超　３，０００万円以下 １５％ ５０万円

３，０００万円超　５，０００万円以下 ２０％ ２００万円

５，０００万円超　１億円以下 ３０％ ７００万円

１億円超　２億円以下 ４０％ １，７００万円

２億円超　３億円以下 ４５％ ２，７００万円

３億円超　６億円以下 ５０％ ４，２００万円

６億円超 ５５％ ７，２００万円

相続前のご相談で、『息子さん・娘さんが“不動産を継ぎたくない”』とおっ
しゃっている、というご相談が増えています。物件が古くなり、経営も安定
せず、将来、収入を生むメリットよりも、経費がかかったり家賃が減ったり、
というリスクを気にされるケースです。『いい物件』の目安には、ROAと
いう考え方を活用して、ご自身の物件の『収益性』を確保しておくことが 
大事です。 

A２．お子さんが『継ぎたい』と思う資産にするために、 
  『不動産管理』を導入して、お子さんの手間がかからないようにしましょう。 

A１．お子さんが『継ぎたい』と思う資産にするために、 
  『収入が残る』資産を残しましょう。 

相続人であるお子様の声として、『不動産を引き継いでも全然わからないし、運営の
自信もない』というお話があります。是非、不動産管理を導入して、お子様たちの手
間をなくして、相続時にもスムーズに賃貸経営移行ができるようにしていきましょう。 

相続は生前にできる対策がとても大切になってきます。ぜひご相談ください！ 
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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 担当：内藤・山本  

１１月 特選投資物件のご紹介！ 

(税込) 
万円 

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  

１１月 特選投資物件のご紹介！ 
区分マンション 
小平市栄町１丁目 

東大和市駅 徒歩４分 
土地：所有権 

専有面積：50.22㎡(15.19坪) 

平成3年5月（築30年） 
鉄筋コンクリート造5階建 

4階部分 

1,180万円 
想定利回り7.72％ 

一棟アパート 
所沢市上新井４丁目 
小手指駅 徒歩６分 

土地：155.06㎡（46.91坪） 
建物：174.96㎡（52.93坪） 
平成21年12月（築12年） 

木造２階建 

6,980万円 
想定利回り7.32％ 

一棟アパート 
上尾市原市1073 
沼南駅 徒歩４分 

土地：476.22㎡（144.1坪） 
建物：196.56㎡（59.5坪） 
平成5年1月（築28年） 

木造2階建て 

5,280万円 
想定利回り11.09％ 

一棟アパート 
葛飾区東四つ木３丁目 
四ツ木駅 徒歩８分 

土地：84.22㎡(25.48坪) 
建物：161.82㎡(48.95坪) 
令和2年12月（築１年） 

木造３階建て 

7,440万円 
想定利回り6.8％ 

一棟アパート 
千葉市中央区大森町 
大森台駅 徒歩５分 

土地：215.73㎡（65.26坪） 
建物：221.84㎡（67.11坪） 
平成28年10月（築５年） 

木造2階建 

6,940万円 
想定利回り8.16％ 

一棟アパート 
佐倉市鏑木町１丁目 
佐倉駅 徒歩６分 

土地：245.01㎡（74.11坪） 
建物：211.64㎡（64.32坪） 
昭和62年11月（築34年） 

軽量鉄骨造2階建 

2,700万円 
想定利回り10.3％ 

一棟ビル 
練馬区豊玉上２丁目 
桜台駅 徒歩６分 

土地：213.12㎡（64.46坪） 
建物：783.68㎡（237.06坪） 
平成元年10月（築32年） 
鉄筋コンクリート造６階建 

32,000万円 
想定利回り7.72％ 

区分マンション 
八王子市別所２丁目 

京王堀之内駅 徒歩５分 
土地：所有権 

専有面積：84.12㎡(25.45坪) 
平成3年3月（築30年） 

鉄筋コンクリート造５階建 

1,880万円 
想定利回り7.53％ 
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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
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※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 

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！！ 

賃貸経営をされている方、お持ちの不動産価値を知りたい方であればどなたでもご参加いただけます。 

講演 
内容 

①取引事例、統計データ、土地調査、周辺環境から分析する物件の将来性 

③不動産のプロが使うグローバル規格の投資指標とシミュレーションを公開 

④業界導入No.1の賃料査定システム(AI搭載)で適正家賃がスグにわかる！ 

②金融機関が採用しているAI分析ツール初公開！ビッグデータに基づく査定 

⑤弊社独自のシステム！圧倒的データ量から考察する不動産市場と相場の今 

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  2021/11/27 
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 

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！！ 

最新のAI・ITで不動産分析・診断の方法を解説！ 
不動産の知見・経験とテクノロジーの融合を初公開！ 

地域オーナー様、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！！ 


