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お申込み・お問合せは…
BM(ビルマネジメント)課まで☎076-461-6177☎076-461-6177 受付時間 9：30～18：00/ メール info@asahi.ac受付時間 9：30～18：00/ メール info@asahi.ac
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定期清掃定期清掃
マンション・アパートの共用部等の 月2回10,000円～（参考）お任せ下さい！お任せ下さい！

ハッチくんの

賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！

日頃よりたいへんお世話になっております朝日不動産　小谷と申します。
今回は来春の【富山大学、富山県立大学などの学生様のお部屋探しの取り組み】についてお伝えさせていただきます。
弊社では、本年6月より「学生戦略」として、来春の学生様に対する集客やサービスの向上のために準備を始めました。下記
の内容は来春までの主な対策となっております。

昨今、学生様の志望校の決定は高校3年初期まで
にはほぼ決まっていると言われています。この時
期から学力も向上します。それと同時に志望校に
合格した場合の情報収集が始まります。受験生の
ご両親にとって「お部屋探し」は重要な準備で
す。私立大学の願書出願が12月から始まり、国公
立の受験を経て、新生活が始まる4月までの期
間、お部屋探しはタイトなスケジュールとなりま
す。弊社では、安心で円滑にお部屋探しをしてい
ただくように、対応していく所存です。

朝日不動産常務取締役・小谷　武司

★ Chapter.11

第3回奨学金
授与式の様子

学生様向け冊
子

CPM
ミッキーの

わ

くわくニュー

ス「シリコンバレー 視察」
10月20日～25日の日程で、アメリカは東海岸、カリフォルニア州のサンフ
ランシスコ南側に位置します「シリコンバレー」を視察してきました。
みなさまおなじみの、【アップル】【インテル】【Ｇｏｏｇｌｅ】【Ｆａ
ｃｅｂｏｏｋ】【Ｙａｈｏｏ】などの世界をリードするIT企業の本社が所
在します一大拠点となっているエリアです。（図1・右下）
そんな「シリコンバレー」も、1938年、ビル・ヒューレット氏と、デイ
ブ・パッカード氏が、写真（図2・左下）のこのガレージで「ＨＰ（ヒュー
レットパッカード）」を創業し、この場所が「シリコンバレー生誕の地」
の名所として指定されています。ミッキーもあらためて、アントレプレ
ナーシップ、すなわち「起業家マインド」をパワーアップすべくこの視察
研修に参加したのでした。このIT企業経営者を育ん
だのが「スタンフォード大学」（図3・右上）。東京
ドーム750個の広大なキャンバスで、「世界を変え
たい。」という強烈な願望を持った若者が、失敗を
恐れず、可能性に挑戦し続けたのでした。「スケー
ルする︖」という言葉を初めて知りました。この環
境下で、1,000社に1社が、指数的な成長、すなわち
企業評価10憶ドル（約1,100憶円）以上の「ユニ
コーン企業」となります。その理由を肌で感じてい
ます。このお話は、新春セミナーで。CPM ミッキー
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※本講からのご参加も可能です。お気軽にお申込みください。
相続セミナー ＆ 個別相談会

10：00~16：30
（受付9：30~)

14：00~16：00
（受付13：30~)

講師 ： ミッキー 石橋 正好 CPM®（朝日不動産㈱ 代表取締役）　会場 ： WALビル２F
受講料：10,000円

11／16
(土)

12／7
(土)

1／11
(土)

第120回ミッキー塾

講師 ： ミッキー 石橋 正好 CPM®（朝日不動産㈱代表取締役社長） / 高野 慎也 CPM®（同社 次長） 
会場 ： WALビル２F　　受講料 ： 無料

～ 公正証書遺言の作り方 ～第五講　　１２月７日（土）

※金融電卓をお持ちの方は、会費：5，000円（受講料+昼食）/昼食休憩あり

～ 相続発生後にできる対策 ～第六講　　１月１１日（土）

①16：00～17：00
②17：00～18：00

※事前申込み
　が必要です各回セミナー後、先着２名様限定 個別相談会開催！

無
料

13：30~19：00
（受付13：00~)

1／18
(土)

2020年2020年

弊社オーナーの皆様を
ご招待しての新春オー
ナーパーティです。詳細
が決まり次第お知らせ

いたします。

来年も
開催します!

2020新春

※詳細は、同封のチラシまたはWEBをご確認ください。 S eminarS eminarS eminarセミナーのご案内セミナーのご案内セミナーのご案内



1 3 過去5年間、砺波市の会社(法人)契約した1Ｒ・1Ｋ平均家賃とは︖

満室戦略本部結婚ラッシュ

立地の重要性

※ 万一、売却済みの場合はあしからずご了承ください。

TEL：076-422-5566

不 動 産 投 資 物 件 情 報

ハ ッ チ く ん の
朝日不動産取扱いのオススメ投資物件を毎月ピックアップ♪
気になる物件がございましたらお気軽にお問合せください★

〒939-8281　富山市今泉西部町3-8WALビル2F

●建物名：カルムいわせ野   ●所在地：高岡市野村1143番1
●交通：JR氷見線「越中中川駅」徒歩約13分 ●築年月：1994
年5月 ●土地面積：1,235.45㎡ ●建物面積：1,070.40㎡ ●構
造：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 ●間取：1LDK×24戸 
●引渡日：相談 ●現況：7戸空室 ●取引形態：媒介

築25年RC3階建マンション。融雪駐車場完備
スキップフロアでメリハリのある1LDK

価格：95,000,000円（税込）
満室時年間賃料収入：12,878,400円
満室時表面利回り：13.56％  ネット利回り：8.30％

●建物名：中太閤山貸家 ●所在地：射水市中太閤山16-90-7
●交通：あいの風とやま鉄道「小杉駅」徒歩約29分●築年月：
1999年4月 ●土地面積：287.92㎡ ●建物面積：240.63㎡ 
●構造：木造瓦葺2階建 ●間取：7LDK ●引渡日：相談 
●現況：賃貸中 ●取引形態：媒介

価格：25,000,000円（税込）
満室時年間賃料収入：1,800,000円
満室時表面利回り：7.2％ 

公園の目の前
ショッピングセンターパスコ近く

価格：39,800,000円（税込）
満室時年間賃料収入：4,407,840円
満室時表面利回り：11.07％  ネット利回り：7.20％

築18年の中古マンション
頑丈で地震に強い重量鉄骨造2階建♪

●建物名：ふぉるて向野 ●所在地：高岡市向野町5丁目60 
●交通：万葉線「市民病院前駅」徒歩約7分 ●築年月：2001
年1月 ●土地面積：560.27㎡ ●建物面積：294.78㎡ ●構造：
重量鉄骨造2階建 ●間取：1R×10戸 ●引渡日：相談 ●現
況：満室 ●取引形態：媒介

レジデンス新庄202号室

●建物名：レジデンス新庄●所在地：富山市新庄町1丁目
24-12 ●交通：富山地方鉄道本線「東新庄駅」徒歩約1分●築
年月：1980年4月●土地面積：482.23㎡(持分12分の1)●建物
面積：55.82㎡●構造：鉄筋コンクリート造陸屋根3階建（2階
部分）●間取：3LDK●引渡日：相談●現況：賃貸中●取引形態：媒介

価格：3,500,000円（税込）
満室時年間賃料収入：696,000円
満室時表面利回り：19.89％  ネット利回り：11.79％

オーナーチェンジ物件。3LDKファミリータイプ
スーパーまで徒歩約6分！

N

砺波市の法人平均家賃

アパマンショップとなみ店周辺で
法人契約となった社宅の条件

法人
契約
で

満室
経営！

①家賃上限は、家賃共益費併せて52,000円
②㎡数は、30㎡厳守
③女性は、2階以上

まで

砺波市で法人契約した過去5年間の1Ｒ、1Ｋの平均家賃を調べてみました。なぜ調べてみたかといいますと、新築物件
を個人契約だけで満室にするのは、なかなか難しいと感じているからです。これは、新築物件は少々高めの家賃設定に
なりがちな面があり、個人で借りるには予算を越えてしまう場合が多々あるからです。借り入れて返済されるオーナー
様のご事情もあり、家賃が仕方なく高めになることもわかります。ただ相場より家賃が高いと入居してもらえないのが
現状です。そこで、砺波市で新築単身物件を建てる場合、予算設定の高い法人契約の平均家賃と社宅の条件を知ってお
くことが損ではないと考えました。

アパマンショップとなみ店周辺で新築を計画される際には上記の点を考慮されて
みるのもいいかもしれません。相場からかけ離れないように、又できるだけオー
ナー様のご希望にそった家賃で満室にするために、いつでもご相談をお待ちして
おります。

いつもお世話になっております、朝日不動産の近藤です。
満室戦略本部に就任してそろそろ半年が経ちますが、構成メンバーも20代
後半のスタッフが多い事もあり、婚約や入籍、出産の報告が部署内で次々
と上がっております。
仲間が結婚したり、子供ができることは、それ自体がとても喜ばしいこと
です。それだけでなく、自分自身の経験を振り返ってみて、これからより
成長する大きなポイントになると、期待も大きく持てる、2重に嬉しいイ
ベントだと私は感じております。
私自身24歳の時に結婚し子供が二人おりますが、やはり所帯を持つ前と後
で、仕事への向き合い方、責任感は大きな違いがあったように思います。
今回自分と親兄弟以外に新しく大切なモノができたメンバーには、家族を
養っていく為に一層精進し、オーナー様に必要とされる人財へと成長して
もらいたいですし、私も出来る限りを尽くしたいと思っております。
オーナーの皆様にも、彼らがより皆様の賃貸経営の成功へ貢献できるよ
う、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

PM事業部満室戦略本部・近藤　祐平

こんにちは。アパマンショップ大泉学園店の野々村です。東京のお部屋探しは富山のお部屋探しとまた違った味わいが
ございます。公共機関の利便性・防犯面への意識・紹介におけるプロセスと一つ一つが大変勉強になるとともに、お部
屋を建てる際のポイントが富山と異なってくると感じております。唯一一緒な点は、立地がともに大切であることで
しょうか。出店させていただきました練馬区の大泉学園駅周辺は、災害に強い地域であることが有名でございます。大
きな河川や山もなく、地盤も埋め立て地ではないため、頑強でございます。
地域は変わって、例えば東京の東側では埋め立て地や河川の間に囲まれた土地が多く、地震による液状化や河川の氾濫
による被害が大きくなりやすい地域がございます。区や地域ごとにハザードマップがございますので、ご確認いただけ
ますと違いが歴然でございます。

大泉学園駅の南側に植物学者　牧野　富太郎さんの記念館「練馬区立牧野
記念庭園記念館」がございます。植物研究雑誌である「大日本植物誌」を
刊行し、現代では雑誌の名称は異なりますが、今も残る植物誌を先駆けた
植物学者です。この方は終焉の地として、大泉学園駅周辺を選ばれまし
た。かつて地震等災害に遭い、研究のために保管しておられました各種植
物が被害にあった経験がございます。そこで、災害等に強い大泉学園を、
研究する最後の土地として選ばれました。
賃貸の物件において、利便性の高い立地は大変重要ですが、安全性の高い
立地もまた継続する上において重要になってまいります。近年、災害の脅
威度は例年に比べて上昇していると感じます。直近でいえば台風19号が例
にございます。ぜひ練馬区大泉学園駅周辺など地盤が強く、都心にもアク
セスがある地域をご検討はいかがでしょうか︖

アパマンショップ大泉学園店・野々村　渓太朗
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性
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全
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性
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国土交通省運営
ポータルサイト
はコチラ

国土交通省運営
ポータルサイト
はコチラ


