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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 
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 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。 

「業界向け」賃貸管理業務マニュアルの作成 

 私は普段の仕事以外にも、主に二つの不動産業界団体で活動を 

しています。一つがIREMJAPAN（全米不動産管理協会日本支部）と 

いう本部がアメリカの団体、もう一つが日本賃貸管理業協会（通称、

日管協）という団体で、今年6月に施行された賃貸管理業法をリード 

した団体なのですが、いま業界向けに賃貸管理業務のマニュアル作 

りをしています。 
 
主に関東周辺の不動産管理に力を入れている会社5社と弁護士、 

協会事務スタッフが集まり作成していますが、当社もその1社として 

僭越ながらノウハウの提供や助言をしております。参加メンバーは 

不動産管理に関するノウハウや経験値が高い会社ばかりですので、

各社の取組は私自身も参考になることが多く、非常に有意義な会議

となっています。 
このマニュアルを今年6月に施行された賃貸管理業法の参考モデルにして

いくべく、今後国土交通省へ提出されていくことを考えると個人的には 

とても感慨深いです。 
 
結果として、全体で80項目を超える項目を作成し、 

これから管理を始めようとしている会社さんにも 

わかりやすいものが出来ました。 

また11/16には業界人向けのセミナーも実施予定です。 

WEBセミナーにはなりますが、去年は3000人以上の業界関係者が参加した

イベントですので、不動産管理業界のレベルアップにつながるよう貢献した

いと考えております。 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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オーナーの満室運営を支援すべく「ゼロレント＋」サービス開始！ 

「ゼロレント＋」サービスに関するお問い合わせは 0120-07-2525 担当：山本 

「初期費用」というまとまったお金がネックで二の足を踏むお客様を後押し！ 

この度、弊社では新しい賃貸プランとして「ゼロレント＋(プラス)」を開始いたしました。 
 
ここ1年ほど、コロナ渦も相まって、空室期間が長期化している物件が増えつつあります。 
近隣で新築物件でさえ、礼金・敷金ゼロにしても、3ヶ月以上決まらないという状況もございます。 
 

そこで、矢島不動産管理では、オーナー様の満室経営、入居率アップの為に新しいサービスを 

作りました！その名も「ゼロレント＋(プラス)」。 
 

その中で 
「礼金」・「敷金」・「初回保証料」・「鍵交換費用」・「仲介手数料」を0円にするというものです！ 
そうなると、入居希望者がご契約時に必要な「初期費用」は、前家賃と保険料のみ！となります。 

通常、お部屋を借りたい方は、ご契約時に「初期費用」というものが 
かかります。 
 
不動産会社によって初期費用の内訳はまちまちですが、一般的には 
「敷金」、「礼金」、「保険料」、「仲介手数料」などだいたいの項目は
決まっております。 

引越しをするには、お部屋を借りるための費用以外にも、引っ越し屋さん 
にお願いする費用もあったりしますので、初期費用を少しでも安くなれば 
二の足を踏んでいたお客様の後押しもできるのではと思います。 

因みに、この「ゼロレント＋(プラス)」のサービスをご利用できるのは、弊社と管理委託契約を結んでおり、 
かつ「ゼロレント＋(プラス)」に賛同してご承諾いただけるオーナー様の物件に限られます。 

「０円にした分はどうなるの？」 

0円にした分は、矢島不動産管理が立替える形になります。 
オーナー様に出させる事は致しません。 
また、1年未満で解約された場合は1ヶ月分の違約金を賃借人からいただきます。 

繁忙期を間近に迎えた今、身を切ってでもオーナー様に満室運営をしていただきたい！ 
なんとか入居率を上げなければならない！そう思い、今回のサービスをスタートさせました。 
 
もちろん、通常の募集にも力をいれております。写真が悪いなら撮り直し、目を惹くようなコメント
を入れ、毎日ミーティングを重ねてどうしたら空室が埋まるのか試行錯誤しております。 
それでもオーナー様のご協力なしでは不可能です。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 



」」 

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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即実践できる！全国の入居促進成功事例紹介 

（２）ショキゼロ賃貸 
 

（１）Wifi無料賃貸 
 

（３）早割賃貸 
 

（４）設備３点セット賃貸 

（１）Wifi無料賃貸 
        単身者向けで入居者が無料でWifiインターネットを利用できます。 
 

（２）ショキゼロ賃貸 
     初期費用を大幅に抑えることで入居を促進するプランです。 
 

（３）早割賃貸 
        入居時期が先という方に、早期に申し込む事で入居までの家賃を   
         無料にするサービス。 
 

（４）設備３点セット賃貸 
        TＶドアホン、温水洗浄便座、化粧台の設備３点を必須とするプラン。 

今回は、全国の入居促進成功事例をご紹介させていただきます。ウィズコロナ
の時代に突入し、快適な住環境を求める声はますます高まっております。 
是非繁忙期前にご自身の賃貸経営に取り入れられる内容がないかご確認 
いただけますと幸いです。 



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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「高齢物件が生まれ変わる！建替えの基礎知識」 
地域では築30年を超えるアパートも増えており、築20年以上のアパート・マン
ションは全体の60%の時代です。資産は維持したいけど、古い物件のままで
10年20年賃貸経営を続けていくのは不安･･･。そんなオーナー様の声も聞
くようになってきました。今回はオーナー様にとって身近になったアパートの建替
えに検討な基礎知識をお伝えします。 

建替えをしない方が良い物件もある！ 

いざ、建て替えになったら・・・具体的には 
①立ち退き 
②解体工事費 
の2つが必要になります。こういった動きを具体的に進める場合、
ある程度の費用と労力が掛かります。 
こういった費用を踏まえたうえで、建替えメリットが 
あるか否かを総合的に判断する必要があります。 
もし建替えを検討され、建替えした方が良いか、具体的に何を 
すればよいか迷ったら、ぜひ気軽にお声がけください。 

建替えで押さえておきたい基礎知識 

建替えの一番の課題は・・・ 

古くなって入居が厳しい。賃料が大きく下がっている。こんな物件は建替えを検討したくなるケースの 
一つですが、もし中期的にみて「そもそも立地が悪く満室にしづらい」というケースの場合は、そもそも 
売却や資産の組み換えを検討されるのが無難です。「建替えによって立地の不利を挽回するのは 
難しい」ということは念頭に置いておきましょう。 

アパートの建替えの目安は、以下の4つです。 
①建築時期 
②今後かかる投資 
③空室状況（過多） 
④節税効果（所得税・相続税） 
借入返済が終わっていればそれなりに収益が出るケース
も多くなります。ただ、それ以上にコストがかかる（不安が
ある）、また、その後の経営・相続において、節税効果
が見込めないというケースは建替え検討ケースです。 
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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 

１２月 特選投資物件のご紹介！ 

掲載の物件情報は、原稿作成・印刷・発送の関係で時間差があり、 お問合せいただいた段階で 
成約済となっている場合がございます。 弊社では物件情報をメールでもお届けしておりますので 
メールアドレスをお知らせいただければ、配信させていただきます。お気軽にご相談ください。 



」」 
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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 

１２月 特選投資物件のご紹介！ 

連棟アパート(一部) 
練馬区羽沢２丁目 
新桜台駅 徒歩４分 

土地：32.93㎡（9.96坪） 
建物：45.96㎡（13.9坪） 

1978年3月（築43年） 
木造２階建 

2,000万円 

想定利回り8.7％ 

一棟マンション 
台東区清川２丁目 

南千住駅 徒歩１０分 
土地：107.43㎡（32.5坪） 
建物：168.92㎡（51.1坪） 

2018年6月（築３年） 
鉄骨造４階建 

9,980万円 

想定利回り6.68％ 

新築一棟マンション 
杉並区高井戸東３丁目 
浜田山駅 徒歩８分 

土地：191.15㎡（57.84坪） 
建物：189.62㎡（57.36坪） 

2020年12月（築1年） 
鉄骨造2階建 

17,755万円 

想定利回り5.40％ 

新築一棟アパート 
八王子市石川町 

北八王子駅 徒歩９分 
土地：165.83㎡（50.16坪） 
建物：184.47㎡（55.8坪） 
2022年2月予定（新築） 

木造３階建 

8,100万円 

想定利回り8.00％ 

一棟アパート 
八王子東中野 

中央大学・明星大学駅 徒歩４分 
土地：141.89㎡（42.92坪） 
建物：192.09㎡（58.10坪） 

2001年3月（築20年） 
鉄骨造３階建 

6,980万円 

想定利回り8.38％ 

収益一棟ビル 
練馬区練馬１丁目 
練馬駅 徒歩１分 

建蔽率：80％/容積率：600％ 

土地：41.25㎡ （12.4坪） 
建物：118.3㎡（35.79坪） 
1974年11月（築47年） 

鉄骨造４階建 

8,280万円 

想定利回り12.25％ 

区分マンション 
中野区江原町３丁目 
新江古田駅 徒歩１分 

専有面積：61.68㎡（18.65坪） 

2003年3月（築18年） 
RC造陸屋根８階建 

4,280万円 

想定利回り4.48％ 

区分マンション 
練馬区豊玉北１丁目 
新江古田駅 徒歩５分 

専有面積：18.90㎡（5.71坪） 
1991年2月（築30年） 

ＳＲＣ造５階建２階部分 
総戸数43戸 

990万円 

想定利回り8.4％ 

３駅４路線が徒歩圏内！ 
３方角部屋！ 

賃貸ニーズの高い物件 

新築鉄骨造！ 
Wi-Fi完備・総戸数10戸！ 

エレベーター付き！ 
駐輪場有2路線利用可！ 

築浅/満室稼働中！ 劣化等級3級取得予定 

中央大・明星大・帝京大 
通学圏 BT別全９戸！ 

満室稼働中！ 

掲載の物件情報は、原稿
作成・印刷・発送の関係で
時間差があり、 お問合せい
ただいた段階で成約済と
なっている場合がございます。 
弊社では物件情報をメール
でもお届けしておりますので
メールアドレスを お知らせい
ただければ、配信させていた
だきます。お気軽にご相談く

ださい。 

掲載の物件情報は、原稿作成・印刷・発送の関係で時間差があり、 お問合せいただいた段階で成約済となっている場合が 
ございます。 弊社では物件情報をメールでもお届けしておりますのでメールアドレスを お知らせいただければ、配信させていただ 
きます。お気軽にご相談ください。 



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  2021/12/18 
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！！ 


