
12月5月12月 1月 10月3月 4月2月 1月 2月 3月 4月9月 11月 12月 5月 8月 10月 11月2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 7月 8月6月 6月 7月 9月
7%

12%

17%
（空室率）

■管理物件 空室率（3ヵ年）
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みんなチャンネル登録してね！ 賃貸住宅経営勉強会

過去のミッキー塾や、相続セミナーを公開しています。
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賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！
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朝日不動産(株)　常務取締役・小谷　武司

■2020年10大ニュース【1～10位】
新型コロナが賃貸業界に直撃 移動制限で業界に影響　

日頃よりたいへんお世話になって平素はご愛顧を賜わり、厚く御
礼申し上げます。旧年中は、多大なるご尽力をいただき、誠にありが
とうございます。
今回は、「貸業界に影響を与えた10大ニュース2020（参考︓全国賃
貸住宅新聞 2020.12.28号）」ご紹介させていただきます。

2位

1位

賃貸管理業法、成立 業界の地位向上に前進

「非対面接客」感染対策で普及 ビデオ通話をフル活用　

4位

3位

「民法改正」施行 契約の在り方変わる

代物弁済に成功 スルガ不正融資

6位

5位

仲介手数料裁判 東急リバ敗訴確定

7月の九州豪雨 建物が浸水被害

8位

7位

消費税還付終焉 賃貸住宅の取得で

OYOLIFE 借り上げ戸数、縮小

10位

9位

大手の大東建託 投資用ワンルーム参入

上記のランクされたニュースより、オーナー様に関連性のある
記事をピックアップしたいと思います。

第１位　新型コロナが賃貸業界にも直撃

日本では年初から感染リスク、拡大がささやかれるようにな
り、富山では全国でも感染者の確認が遅かったが、４月～５月
に緊急事態宣言が発令され、賃貸業界も大きく揺さぶられた。
「オンライン」の活用が急加速し、授業やリモート・テレワー

クが普及することにより、法人や学生などの移動制限によって
不安定要素が強い状況にある。

第２位　賃貸管理業法、成立

正式名称「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」で
2020年6月12日に成立した。「サブリース」で制限や罰則が
設けられ、さらに一定規模以上の賃貸住宅管理事業者は国の事
業者登録が義務付けられる。
この法律は2つの柱で構成されている。特に１つの「特定転貸
事業者（サブリース業者）と所有者との間の賃貸借契約の適正
化に係る措置」。これは、すべてのサブリース業者に対し、①
不当な勧誘行為を禁止し、②特定賃貸借契約（マスターリース
契約）締結前に、オーナーに対し重要事項説明を求めるという
ものだ。
さらに、その規制の対象はサブリース業者のみならず、サブ
リース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行
う者も規制の対象になり、違反者に対しては業務停止命令や罰
金等を課すことで、その実効性を担保している。但し、あくま
で規制であり、サブリース業を行うに際して登録を要するもの
ではない。

第４位　「改定民法」施行　契約の在り方が変わる

2020年4月1日に施行された改定民法が第4位。改定の内容は
敷金の返金義務が定義づけされたこと、又、原状回復ルールが
明文化されたことである。これまでは管理会社やオーナー様ご
とに独自性が強く、退去時の費用負担に協議するケースが多く
みられた。もう1つの大きな改定は、賃貸借契約の連帯保証人
の極度額設定が義務付けられたことだ。

コロナ禍の空室率、
じりじり悪化

CPM ミッキー

コロナ感染が富山県内に猛威をふるった2020年の1年間の弊社管理物

件の空室率一覧表です。（図①）県内全域では、繁盛期3月末時点では

6.9％でした。それが、その後一環して悪化し続け、12月末では10.4

％になりました。大企業の異動の抑制、製造業を中心とした、外国人の

派遣労働者の減少を受けた格好です。お部屋探しのお客様の量が、減少

しており、お客さまの取り合い状況が続いています。

　エリア別（富山、高岡、射水、魚津、となみ）の空室率一覧表です。

（図②）どのエリアも3月末と12月末との比較において、一様に悪化し

ています。特に目立つのは魚津エリアです。12月末の空室率は19.3％

と危機的状況です。YKKさん、TPS（旧パナソニック）さんなどの企業

城下町であるだけに、法人需要に頼っているエリアの弱さが目立ちます。

ここは、緊急事態下の稼働率を上げるための個別の対策が必要となりま

す。オーナーのみなさんと、スクラムを組んで、このコロナ禍を乗り切

りましょう。

環境
分析 コロナ禍における空室率の推移

 直近1ヶ月 空室率推移表図①

 直近1ヶ月 エリア別 空室率推移表図②
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開催お礼

1月16日(土)、毎年恒例の「新春WEBセミナー」が無事終了いたしました。今年は感染予防対策を充

分に講じた上で、WEB開催いたしました。ご視聴いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

第一部では、朝日不動産株式会社社長・石橋正好による『ミッキー出版記念講演』を行いました。第

二部では、コーディネーターにふんどし王子こと山屋 悟氏。パネラーにグッチ氏、ペンキ屋ペンちゃ

ん、ドラゴン岡本氏をお呼びし、若手投資家によるパネルディスカッション『ミッキーの部屋 Ver.2 』

を行いました。笑い話ありのとても楽しいディスカッションになりました。

次回のセミナー開催予定は詳細が決まり次第、お伝えいたします。今年も引き

続きご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

セミナーWeb
2021新春2021新春

Facebook Twitter
最新情報は
ココでキャッチ！

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 間取りの印象

小杉エリア学校動向、新しい試みについて

今回の豪雪について

※ 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

Grand Pas de Deux

1棟1棟

●建物名：レトロ藤木 ●所在地：富山市藤木1680-1 ●交通：
富山地鉄本線「東新庄駅」徒歩約32分 ●築年月：1989年12月 
●土地面積：255.31㎡ ●建物面積：100.10㎡ ●構造：鉄骨
造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ●間取：1K×5戸  ●引渡日：相談 
●現況：3戸空室  ●取引形態：媒介

価格：11,500,000円（税込）
満室時年間賃料収入：1,756,800 円
満室時表面利回り：15.28%  ネット利回り：9.59%

レトロ藤木
お手頃な価格帯！
初めての投資にどうぞ！

価格：27,000,000円（税込）
満室時年間賃料収入：2,412,000 円
満室時表面利回り：8.93%  ネット利回り：6.75%

築浅物件！
高稼働中！

サンライズ五福公園3部屋バルク売り

●建物名：Grand Pas de Deux●所在地：富山市高屋敷
713-35●交通：富山地鉄バスバス停「高屋敷」 より徒歩
約4分●築年月：2012年12月●土地面積：221.91㎡●
建物面積：155.27㎡●構造：木造合金メッキ鋼板ぶき2 
階建●引渡日：相談 ●現況：1戸空室 ●取引形態：媒介

価格：20,400,000円（税込）
満室時年間賃料収入：1,800,000円
満室時表面利回り：8.82％  ネット利回り：5.21％

●現況満室稼働中● 富山大学正門まで
450ｍの学生エリア！3部屋バルク販売！ AM事業部では物件を仕入れた際や、最新の

セミナー情報をメールで発信しております。
メール登録のない管理オーナー様は是非こちら
のQRコードよりご登録お願いいたします。

ご登録は
コチラ︕

●建物名：サンライズ五福公園3部屋バルク
売り ●所在地：富山市五福2251番地7●交
通：富山市内線「大学前」徒歩約2分●築年月：2006年2月●専有面積：30.24 
m² ●構造：鉄筋コンクリート造陸屋根11階建●間取：1R×3戸 ●引渡日：相談 
●現況：満室●取引形態：媒介

満室戦略本部　原状回復課・上㹦　啓介

アパマンショップ富山南店・柄戸　愛

アパマンショップ射水小杉店・三輪　洸一

戸建てタイプが人気！

ルームシェアで割り勘！ルームシェアで割り勘！

戸建てタイプが人気！
こんにちは。アパマンショップ射水小杉店の三輪です。今年
もこの季節が到来しました︕一般的には繁忙期と「心」を
「亡」と使いますが朝日不動産では繁盛期と「盛」り上がる
ということでポジティブ変換しています。使っているうちに
今では私のパソコンも一発で変換できるほどです（笑）さて
今年度は昨年度とは違いコロナ禍での繁盛期です。猛威を奮
っている新型コロナですが勢いが増しており不安に思われて
いる方もたくさんいらっしゃると思います。ただ現在の状況
では県立大推薦合格された方は昨年度同様にお問い合わせを
多数いただいており、今の段階では例年通りと言えるでしょ

う。さらに今回から情報ビジネス専門学校様とも打合せをし、外国人留学生もお客様として範囲を
拡大の予定です。その中でなかなか一筋縄には行かない問題もあり課題は山積みです。例えば留学
生の方々は基本ルームシェアされるとのことで家賃を割り勘にするそうです。それは良いのですが
、契約上、主契約者を決めないといけないのですがなかなかなってくれないとのことです。また戸
建てタイプが人気だそうですが留学生OKな家主さんがいらっしゃればお声掛けください︕まだチ
ャレンジし始めた段階ですので一つ一つ解決してアパマンショップ射水小杉店のステージを上げて
いきたいと思います。次回は繁盛期結果をご報告できればと思います。

外国人留学生の傾向

いつもお世話になっております。満室戦略本部　原状回復課（富
山）を担当させていただいております、上はざです。今回は1月の3
連休（9・10・11日）を直撃した豪雪についてお知らせさせていた
だきます。35年振りの大雪という事で、皆様からお預かりさせてい
ただいておりますアパート・マンションにおいても多数お問合せを
いただきました。（ちなみに私、富山市新庄町に住んでおります
が、本社（今泉西部町）まで出勤するのに3時間かかった日もあり
ました…）その中でも、いくつか火災保険を適用出来るケースがご
ざいました。例えば、雪溶けによる屋根付近の雨樋の破損、除雪に
よるフェンスの曲がり等です。そのようなケースでは保険がおりるケースがございますので、オー
ナーの皆様にはチャンスになるのかなと思います。満足いただけない保険金がお支払いされない場合
は保険会社の見直しも場合によっては必要かもしれません（詳細は加入されている保険会社にお問合
せをお願いします）。当社でも保険代理店をさせていただいているので、ご要望がございましたらご
相談にのらせていただきますので、お問合せいただければと思います。皆様からお預かりさせていた
だいている大切な不動産について、今後も責任感をもって管理に努めさせていただきます。

日頃よりお世話になっております。アパマンショップ富山南店　柄戸と申します。物件を紹介するにあ
たって間取りの印象がとても重要だと感じております。「広い物件に住みたい」「部屋数が多く収納が
ある物件に住みたい」など人それぞれに思い描く条件があり、その時にまず間取りを確認します。１Ｌ
ＤＫ・２ＤＫは広さの違いはないもののリビングを広く活用したい場合１ＬＤＫを選ぶ方が多くいらっ
しゃいます。間仕切り一つで印象が大きく変わり、間取りをみて内見につながるかどうか決まってきま
す。その時々、生活環境によって間取りの需要は変化し、間取りの印象でお客様のお部屋に対する印象

も固定されている中で、どのように興味を持ってもらうかが今後必
要となってきそうです︕活用方法などアピールコメントに記載する
のもいいかもしれません。お客様の生活スタイルが徐々に変化して
きておりリビングの活用方法がとても重要になっております。どの
年齢層のお客様でも「住みたい」という間取りをご提案していけれ
ばと思います︕時代の流れやその時々の需要をしっかり把握して、
開口を広く募集でき、それぞれの物件に適したご提案をさせていた
だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

県内では35年ぶりの豪雪！


