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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 
宅地建物取引士 
相続支援コンサルタント 
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２０２２年初夢 
（夢を見た後、嬉しくてすぐにメモをとったのでそのメモ原文のまま） 

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。 

 

イチローと松井とあと二人いた。露天風呂に入っている。 
僕が興奮してスマホを出して写真一枚いいですか？と聞くと 
２人がスマホをすぐ出してマネージャーに電話をし始めた。 
 
松井から「難しいかな、今初めて話したばかりだし」と言われる。 
イチローは「俺は結構いいイメージあるけどね」と前向きの話を 
してくれる。 
イチローのマネージャーと電話が繋がり「直接話して」と電話を 
イチローから渡される。 
マネージャーさんと話すと「不安だなー」と言われる。 
 
仕事を聞かれてイチローさんと同じIREＭ（全米不動産管理協会）に所属してますというが、
イチローは入っていないと気づく。 
プロ野球の話をしようとするが、下っ端ばかりでいい話を思いつかない。 
どうしようと思って目が覚める。。。 
 
自分にとっては正夢になってほしい2022年の初夢でした！ 

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 

特集ページ「繁忙期がきた！今年は特に早いかも！？」 

2021年の年末から動きが変わった！？ 

「コロナ」が発生した2019年の年末。それからというもの緊急事態宣言の発令、 

学校ではオンライン授業化、卒業式・入学式の取りやめ、会社ではリモートワーク推奨と 

賃貸市場はかなり厳しい状況が続いておりました。 
 
2022年年明けで、また新型コロナ「オミクロン株」で気が抜けない状況は続いております。 

ここ1～2年、賃貸業界でも特に単身者物件の空室が目立ち、新築でさえ埋まらないという 

驚きの状況が続いておりました。 
 

しかし！2021年年末あたりから、そして2022年の年明けと共に、 
反響数がぐぐーっと増えてまいりました！ 

ご来店予約、ご内覧予約が昨年と比べものにならないほど入ってきております！ 
 
また今までの「繁忙期」に比べると、『時期もスピードも速い』という実感がございます。 

地方から上京される新大学生さんはもちろん、新社会人の方のご来店も増えております！ 

お部屋が決まる要素「きれい」・「初期費用」・「安心感」 

学生さんでも、新社会人の方でも、お部屋探しの条件は千差万別です。 

何がその方にとって「優先順位」なのかを把握する事も大事ですが、 

弊社は管理会社でもございますので、自然に管理物件を優先的にご案内致します。 
 
今はネット時代という事もあり、SUUMO、アットホームなどのポータルサイトからの 

反響をいただくことが多いですが、まずその反響をいただかない事には始まりません。 
 
そのために営業が何度も写真をきれいに撮影しに行き差替えて更新したり、 

お部屋のキャッチコピーを変えてみたりと、日々工夫を凝らしております。 
 
駅近・セキュリティ完備・バストイレ別・室内洗濯機置場有、駐輪場有、しかも賃料安い！ 
なんていう神物件はそうそうございません。 
 
そんな中、ご内覧した際に「バストイレ一緒（洗濯機置場が外）だけどそれを諦めてもいいくらいキレイだったから」 

という理由でお申込みされたお客様もいらっしゃいました。 

その物件のオーナー様は内装にかなり力を入れていらっしゃいました。実りました！ 
 
また、「初期費用」についても、「初期費用クレジットカード決済対応」にした事で、 

ポータルサイトの絞り込みにも引っ掛かりやすくなりました。 

今年本格始動した弊社オリジナルサービス「ゼロレント＋」の効果も出ております！ 
 
ご案内する中でも「地元の不動産屋さんが管理なら安心」という親御さんの声も嬉しい限りです。 

以前矢島不動産管理で案内してもらったので・・・というリピーターの方や、ご紹介で来店される方も増えました。 
 
正直、今年の繁忙期は3月まで続くかわかりません。 2月中にお部屋探しを決め、3月にはお引越しのみという 

ようなスケジュール感を感じております。 この時期を逃さないようスタッフ一丸となって戦っております！ 
 

空室でお困りのオーナー様、管理変えを検討中のオーナー様、お早めにご相談ください！ 
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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 

「家賃四価」を知りましょう！ 
空室率30%時代に備える賃貸経営法 

10年後は空室率30%時代に突入するとも言われております。理由は明確で 
供給＞需要によるものです。築年数の経過に加えて、市場環境の変化により
家賃下落が早まる可能性もあります。賃貸経営は入居者・テナントからいただく
「家賃」があって成り立つビジネスです。家賃について改めて考えてみましょう。 

「家賃四価」の視点から考える！ 
通常は１つのものにつけられる値段は１種類（一物一価）が原則ですが、 

家賃には異なる４つの価格があり、これを「家賃四価」と呼んでおります。 

家賃の価格１つめは「相場家賃」で、周辺の賃貸物件の現在空室で募集している家賃の平均で、

新規募集家賃を検討する際の比較材料となります。2つめが「適正家賃」で、2ヶ月で決まる家賃を

指しています。相場家賃のおよそ95～90％程度です。 どうしても相場の家賃で決めたい募集戦略

の場合はプラスアルファの設備の設置やフリーレントなどの条件変更が必要になります。３つめが 

「再生家賃」。現状家賃の2～3年分の設備投資をすることで再設定可能な家賃です。適正家賃の

およそ120％が１つの目安です（あくまで相場家賃の120％でありませんので注意が必要です。）。

最後の４つめの価格が最終的に契約が決定した「成約家賃」となります。このように家賃の価格には

４つの視点があります。 

弊社では、従来より地域密着不動産業の経験・知見およびCPMⓇ（米国不動産経営管理士） 

理論とに基づき、市場分析・近隣分析・物件分析を行っておりますが、現在はAI機能を搭載した 

「賃料査定」も行っております。20億件超のビックデータと高度なAI技術により精度の高い賃料査定 

システムを採用しております。「家賃」は賃貸経営にとって臨機応変な対応が可能な唯一かつ最大の

武器です。現在空室の物件は適正賃料を知ることで入居付けがしやすくなります。 

家賃四価を知り、募集戦略によってうまく使い分け、より良い賃貸経営を目指して行きましょう。 

賃
料
ア
ッ
プ 

賃
料
ダ
ウ
ン 家賃二価 適正家賃 

家賃一価 相場家賃 

家賃三価 再生家賃 

家賃四価 ※家賃には４つの価格があります。 

家賃四価 成約家賃 
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不動産ソリューションコーナー 

資産引継、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 

相続や事業承継に備えて 
ご所有物件の見直しをしましょう！ 
子供のために少しでも資産を残してあげたい！そんなオーナー様の気持ちが 
伝わっていないケースも多いのではないでしょうか？ 
二代目オーナーは「不動産はいらない、煩わしい、よくわからない」後ろ向きに 
とらえているケースもあります。不動産を次の世代に上手に承継するために、
「上手な物件引継ぎのポイント」をお伝えします。 

2代目オーナーの声 

 ▶借入金の返済が返しきれるのか心配・・・ 
 ▶空室が増えてきて、将来もうまく経営できるのか、対策もわからない 
 ▶引き継いでから、突然の修繕工事で費用が必要になって困った 
 ▶建物が古くなっていく中で、賃貸経営の将来が見えない 
 ▶入居者の問い合わせやクレームなど、自分自身が仕事をしている 
     ので対応ができない 
 ▶そもそも不動産のことがよくわからない、興味がない 

資産を円満に引き継ぐための具体策・見直しをしましょう！ 

募集 

建物 

設備 

管理 

保険 

賃料が適正か、新築時と相場が変わっていないか？空室期間が以前と比べて 
長くなっていないか？ 

大規模修繕計画はできているか？そのための費用は用意できているか？ 
日ごろのメンテナンスで出費を抑えることも可能。 

入居者のライフスタイルに合ったリフォームになっているか？建築時から1度も変えて
いない設備は一通りチェックしましょう。 

2代目と管理会社の面識・信頼関係があるか？橋渡しができているか？ 
引き継いでいくためのサポート体制をつくりましょう。 

建築当時の契約内容よりも保険商品が“進化”しているケースもあります。
契約内容や他の保険をチェックしましょう！ 

大事なことは物件を引き継ぐのではなく、「賃貸経営を引き継ぐ」ということです。引継ぐための上手な
対策のサポートでお困りの場合はぜひ弊社までお問い合わせください。 
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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  

２月 特選投資物件のご紹介！ 

(税込) 
万円 

販売 
価格 



-8- 

」」 

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  

２月 特選投資物件のご紹介！ 

一棟アパート 
鴻巣市小松２丁目 
北本駅 徒歩１３分 

土地：455.67㎡(137.84坪) 

建物：329.98㎡(99.82坪) 
平成1年5月（築33年） 
軽量鉄骨造２階建 

5,000万円 
想定利回り8.32％ 

一棟アパート 
新宿区西落合1丁目 

落合南長崎駅 徒歩３分 
土地：155.83㎡（35.03坪） 
建物：110.82㎡（33.52坪） 
平成10年2月（築24年） 

軽量鉄骨造２階建 

8,955万円 
想定利回り5.36％ 

一棟アパート 
我孫子市中里 

湖北駅 徒歩４分 
土地：195.63㎡（59.18坪） 
建物：202.89㎡（61.37坪） 

令和3年3月（築１年） 
木造2階建て 

4,900万円 
想定利回り6.80％ 

一棟アパート 
新座市栗原６丁目 

ひばりケ丘駅 徒歩９分 
土地：129.92㎡(39.30坪) 
建物：138.54㎡(41.90坪) 
平成9年3月（築25年） 
軽量鉄骨造2階建て 

7,440万円 
想定利回り7.23％ 

一棟アパート 
行田市押上 

行田駅 徒歩７分 
土地：181.93㎡（55.03坪） 
建物：138.74㎡（41.96坪） 

平成5年3月（築29年） 
軽量鉄骨造2階建 

1,880万円 
想定利回り11.4％ 

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） 

令和4年1月（新築） 
木造３階建 

5,280万円 
想定利回り7.00％ 

一棟ビル 
埼玉県桶川市東1丁目 
桶川駅 徒歩６分 

土地：111.86㎡（33.84坪） 
建物：410.57㎡（124.2坪） 

平成5年6月（築29年） 
鉄骨造７階建 

7,600万円 
想定利回り7.91％ 

一括売りビル 
埼玉県桶川市寿１丁目 

桶川駅 徒歩３分 
土地：90.0㎡(27.32坪) 
建物：180.60㎡(54.63坪) 
平成3年3月（築30年） 

鉄骨造３階建 

3,900万円 
想定利回り10.15％ 
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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 

の相談 

物件の購入 
物件の売却 

の相談 

不動産投資 

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
大募集！ 

 相続 
コンサル 
の相談 

～地域のお客様の一番近い不動産会社でありたい～ 



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 
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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！！ 
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         ⇒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  2022/2/26 
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 

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！！ 


