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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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今日行動することの意味 

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。 

 デフレに慣れてしまった日本人は、今日よりも明日の方が安く 

なる圧力がかかっているので（もしくは値段が上がらないので）、 

いますぐに買わなくてもいいという状態だったと思います。 

 

しかし、最近は食材や日用品の値上げも相次いだり金利があがり 

始めたり、インフレ圧力が本当に強くなってきました。 

 

そんな中、以前よりも自宅の購入についてもご相談を頂く機会が 

増えました。私は自宅の購入もある意味投資だと考えていますが、 

低金利の住宅ローンが使えるメリットをしっかりと享受しながら 

資産形成をしていくことがインフレ時代の健全な人生設計につながると考えています。 

 

また逆に活用できていない資産などがあれば、売却のチャンスでもあります。 

いずれにしても大事なことは明日に延ばさずに今日行動することかもしれないですね。 

不動産に関するご質問やお困りごとがありましたら、是非明日に延ばさずに、 

何でもお気軽にご相談頂けたら幸いです。 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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不動産購入・売却に関するご相談は 0120-07-2525 担当：内藤 

特集「ご所有の物件をＡＩ査定してみませんか？」 

ご所有の物件査定 
してみませんか？ 

マンション 戸建 賃貸併用 事業用兼 

不動産価格高騰中！AIで現在の価格が簡単にわかります！ 

ご所有の査定価格をAIが瞬時に算出します。 
 

不動産関連のビッグデータをご覧いただけます。 
 

不動産の流通状況や市場動向がわかります。 
 

全ての不動産の価格の決定方法がわかります。 
 

物件価格に加えて賃料の正確性がわかります。 
 

将来物件から生まれる収益・数値がわかります。 
 

Ａ Ｉ 売 却 査 定 書 ・ Ａ Ｉ 賃 貸 査 定 書 ・ 価 格 根 拠 等  一 挙 公 開 い た し ま す ！ ▲ 

最新のＡＩ不動産査定に加え、最新の不動産市場がわかります！ 

流通状況 

不動産の 
流通状況や 
市場動向 

不動産の 
価格の 
決定方法 

賃料の 
正確性 

収益・数値 

不動産の 
価格の 
決定方法 

賃料の 
正確性 

収益・数値 

マンション、戸建だけでなくあらゆるタイプの不動産の査定が可能です！ 
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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 

賃貸経営の課題・不安要素を考える 
2019年に国土交通省が「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」を行い 
ました。少し前のアンケートですが、改めて確認したい内容でしたので共有 
させていただきます。アンケート調査の中でオーナー様に「賃貸住宅の経営にあ
たっての課題・不安」について尋ねる項目がありましたが、以下結果が示されて 
おります。 

国土交通省「2019年 賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査 

～賃貸住宅の経営にあたっての課題・不安～ 
1位 入居者が減少し、経営が立ち行かなくなった時の対応（41.3%） 
2位 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（28.0%） 
3位 所有する賃貸住宅の老朽化対応・長期修繕計画の策定（25.1%） 
 

アンケート結果からも市場環境の変化、オーナー様の高齢化、物件の老朽化といった課題が浮き彫り
になっていると考えられます。賃貸経営は難しくなっているようにも感じられますが、そこまで不安
になる必要はありません。賃貸経営は事業であり、事業にはライフサイクル（外部環境・内部環境）
があります。ライフサイクルに合わせた施策を要所要所で決断・実行して行くことで課題は解決でき
ます。ただ、人口減少等により何もしなくても空室が決まる時代ではなくなりました。何もしなけれ
ば賃貸経営は悪化しますので、選ばれる物件づくりと対策を行うことが重要です。信頼できるパート
ナーと共により良い賃貸経営を目指して行きましょう。 
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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 

不動産価格の高騰について 

中古マンション 

中古戸建 

土地 

今回はレインズ(東日本不動産流通機構)より直近約1年の東京都内の 
中古マンション、中古戸建、土地の成約動向について纏めました。 
結果からご報告しますと、いずれも成約価格が上昇しており、件数は
減少傾向です。需要＞供給の不動産市場で価格も高水準で推移してお
ります。ご売却をご検討されている方は是非動向を注視していただけ
ますと幸いです。 
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その他の収益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  

６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。 

土地実勢価格3,126万円！！ 
※AI査定価格 

★キャッシュフローツリー 

家賃収入 200.4  万円 

－ 空室損 10.0  万円 

＝ 実効収入 190.4  万円 

－ 運営費 40.1  万円 

＝ 営業純利益 150.3  万円 

－ 借入返済 139.8  万円 

＝ 税引前CF 10.5  万円 

【投資分析】 融資条件目安：自己資金30%／金利2.3%／期間20年 
          

融資条件はお客様によって変わりますので最適な金融機関を斡旋させていただき
ます。お気軽にご相談くださいませ。行き違いで売却済みの際はご容赦願います。 

【投資分析コメント】 
 

利回り6%と現在の相場では決して
低くないですが、土地面積が小さい
ことと戸数2戸のため、融資条件は
劣ります。しかし、東中野駅徒歩10
分、新井薬師駅徒歩8分、落合駅
徒歩8分の3駅アクセスに加えて、 
1階26.45㎡、2階27.39㎡の間
取り、土地実勢価格3,000万円超
により戸建用地としての出口等、長
期の資産形成に適した物件です。 

※上記の融資条件目安に基づき借入返済を計算（弊社提携金融機関）。融資条件を保証するものではございません。 



」」 

-8- 

その他の収益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  

６月 特選投資物件のご紹介！ 

区分マンション 
大田区下丸子４丁目 
鵜の木駅 徒歩７分 

専有面積:34.78㎡(10.52坪) 

昭和62年11月（築35年） 
ＲＣ造４階建て３階部分 

1,520万円 
想定利回り7.11％ 

借地権付きアパート 
目黒区上目黒2丁目 
中目黒駅 徒歩８分 

土地：65.23㎡(19.73坪) 
建物：81.51㎡(24.65坪) 
昭和38年7月（築59年） 

木造２階建て 

4,980万円 
想定利回り7.73％ 

一棟アパート 
狛江市元和泉2丁目 
狛江駅 徒歩10分 

土地：167.04㎡(50.52坪) 
建物：131.78㎡(39.86坪) 
平成19年3月（築15年） 

木造２階建 

6,800万円 
想定利回り6.52％ 

広尾駅から3分、六本木も徒歩圏内！ 

修繕積立金総額1.1億円以上！ 

管理体制良好、抜群の資産性 

 居住用はもちろん、 

 セカンドハウスとしてもお勧め 

6月～売出スタートの都心好立地分譲マンション、フルリノベーション実施！ 

【区分マンション】 

港区南麻布5丁目 

広尾駅 徒歩3分 
六本木駅 徒歩15分 

専有面積：38.88㎡(11.76坪) 

昭和５３年８月(築４４年) 

鉄筋コンクリート造7階建て3階部分 

4,500万円予定 
 

総戸数58戸 
管 理 費：11,930円 
修繕積立金：8,880円 
今年度大規模修繕工事実施予定 

 

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。 

区分マンション 
練馬区羽沢２丁目 
新桜台駅 徒歩４分 

専有面積:66.00㎡(19.96坪) 

専用庭:73.70(22.29坪) 

平成12年3月（築22年） 
ＲＣ造７階建て１階部分 

4,080万円 
想定利回り5.00％ 
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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】 



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  2022/6/25 
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 

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。 

免 許 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！！ 


