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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 
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スタッフ通信！新春特大号！ 

新年のご挨拶２０２２ 

 新年あけましておめでとうございます！ 

今年も皆様へ無事にご挨拶をさせて頂けることに喜びと感謝を 

申し上げます。 

 

コロナ禍においても少しづつ日常生活が戻ってきており、 

久しぶりに家族そろって新年を迎えられた方も多いと存じます。 

（会って話せるということはとても幸せなことですね！） 

 

非対面のコミュニケーションツールが進化した一方で、実際に集まって 

話ができる幸せは何物にも変えられません。 

 

当たり前の幸せや自分にとって何が大事かをしっかり認識することが 

できたことはコロナ禍によって自分が得た大切な気づきでした。 

 

まだまだ大変な思いをしている方々も多いかもしれませんが、 

2022年が皆様にとって希望に溢れ、明るく楽しく元気な一年になりますよう 

心からお祈り申し上げます。 

 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

株式会社矢島不動産管理 

代表取締役 矢島 健太郎 

新年あけまして 

おめでとうございます！ 

横浜平沼橋にある「角平」と

いうおそば屋さんに行ってき

ました。 

社会人1年目の時の会社から 

内藤 心太 

近く、よくお昼に通っていた思い出のそば屋

さんで、事実かどうかはわかりませんが、 

「天ざる」発祥のお店だとか、、、大きなエビ

の天ぷらが名物で、衣が厚く少しジャンクな

感じもしますが、 

私にとっては名店です。 

横浜へ行く際は是非！ 

（カツ丼も 

美味しいんです！） 

新年明けましておめでとうございます！ 

先日、藤川さんが管理チームに配属に

なり歓迎会を催しました。 

以前と違い食事中のマスク着用や時間

制限もありましたが楽しく過ごせました。 

山本 卓嗣 

斎藤さんから紹介してもらったお店に行きましたが、 

鮑なんて普段食べる機会がないので大人の味をこれ

でもかと言うぐらい嚙み締めました。まだまだ油断は

出来ない状況下ですが、外で美味しい物を食べる時間

がこんなに幸せな事だったんだと 

気づきました（笑） 

今年も明るく元気にポジティブに 

過ごしていきますので本年も 

よろしくお願い致します！ 



」」 

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 
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10月の新設住宅着工10.4%増 
4年9カ月ぶり伸び率、前年コロナ禍の反動 

 2020年はコロナ禍の影響で、事業者の営業活動が制約され、新設住宅戸
数が-9.9%と前年の約10%の落込みとなりました。持家は注文住宅、貸家
は賃貸物件、給与住宅は社宅、分譲受託は建売・分譲マンションです。給与
住宅を除き、それぞれ約10%の落込みであることがわかります。 

しかし、国土交通省が11/30に発表した建築着工統計調査によると、10月の新設住宅着工戸数 
が前年同月比10.4%増の7万8,004戸であることがわかりました。増加は8カ月連続で伸び率は 
2017年1月以来4年9カ月ぶりの大きさです。前年の新型コロナウイルスの感染拡大による住宅関連 
の営業活動制限で大きく落ち込んでいたため、その反動が出ております。内訳をみると、持ち家は前年 
同月比16.6%増の2万6,840戸と12カ月連続の増加、前年の反動のほか、在宅勤務の普及で 
より広い住宅を求める動きも続いております。貸家は同14.5%増の2万9,822戸と8カ月連続で 
増加しております。分譲住宅は同0.6%増の2万836戸で、増加は2カ月ぶりでマンションが減少した 
一方、分譲住宅は増加しており、建設業者が土地の仕入れを増やしている動きが見られます。コロナ 
禍の反動と言えど人口減少・供給過多の不動産市場ですので動向を引き続き注視して参ります。 

国土交通省「令和2年計 建築着工統計調査報告」 

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 



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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楽待市場レポート 

活況な不動産市場！高値取引の傾向続く 

東日本不動産流通機構マーケットウォッチ 

不動産の高値取引が続いております。投資系大手ポータルサイトの楽待では、 
一棟アパート、一棟マンション、区分マンションいずれも2020年に比べて利回り
が低下（価格上昇）の結果が出ております。東日本不動産流通機構（レイ
ンズ）では実需の戸建・マンションの価格が上昇していることがわかります。現在
の不動産市場を踏まえ、お持ちの不動産価値をお知りになりたい方はお気軽
にご相談いただければと思います。 
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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 

１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 

１月 特選投資物件のご紹介！ 

築浅一棟アパート 
中野区鷺宮３丁目 
鷺ノ宮駅 徒歩３分 

土地：122.36㎡（37.01坪） 
建物：122.08㎡（36.92坪） 

2017年3月（築４年） 
木造２階建 

9,800万円 

想定利回り6.36％ 

一棟マンション 
台東区台東２丁目 

新御徒町駅 徒歩７分 
土地：116.09㎡（35.11坪） 
建物：564.56㎡（170.77坪） 

1989年8月（築32年） 
ＲＣ造７階建 

30,000万円 

想定利回り5.19％ 

区分マンション 
練馬区豊玉北３丁目 
桜台駅 徒歩10分 

専有面積：22.35㎡（6.76坪） 
1984年1月（築37年） 
ＲＣ造３階建２階部分 

810万円 

想定利回り8.14％ 

区分マンション 
練馬区早宮3丁目 
平和台駅 徒歩12分 

専有面積：20.44㎡（6.18坪） 
1988年9月（築33年） 
ＲＣ造４階建４階部分 

820万円 

想定利回り8.49％ 

一棟アパート 
千葉県船橋市栄町1丁目 
京成船橋駅 徒歩16分 

土地：119.00㎡（35.99坪） 
建物：137.46㎡（41.58坪） 

1993年3月（築28年） 
木造２階建 

3,280万円 

想定利回り8.01％ 

収益一棟アパート 
練馬区練馬２丁目 
練馬駅 徒歩５分 

土地：157.48㎡（47.63坪） 
建物：120.86㎡（36.56坪） 

1999年6月（築22年） 
軽量鉄骨造２階建 

9,770万円 

想定利回り4.27％ 

新築一棟アパート 
千葉県八千代市大和田 
大和田駅 徒歩５分 

土地：84.69㎡（25.62坪） 

建物：148.55㎡（44.94坪） 

2022年1月完成予定 
木造３階建 

5,280万円 
1K×6世帯 

一棟マンション 
台東区鳥越１丁目 

新御徒町駅 徒歩７分 
土地：75.10㎡（22.72坪） 

建物：142.16㎡（43.0坪） 
1999年12月（築22年） 

鉄骨造３階建 
総戸数５戸 

9,970万円 

想定利回り5.5％ 

急行停車駅の駅3分！ 
築浅一棟アパート！ 

オートロック＋ネット完備 
設備充実収益物件 

3路線3駅利用可！ 
南東角部屋2面採光！ 

満室稼働中！ 
１Ｋ×４＋3LDK×１！ 

２ＤＫ×４住戸 
角地緩和適用あり！ 

JR秋葉原駅徒歩圏内！ 
複数路線利用可の好立地 

最上階で開放的！ 
エレベーター完備！ 

積水ハウス建築！ 
駅近アパート 



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  2022/1/29 
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 

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！！ 


