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富山エリア
2023年1月 エリア別空室率

高岡エリア
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YouTube最新動画のご紹介YouTube最新動画のご紹介YouTube最新動画のご紹介 セミナーや、リノベーション・収益・管理物件のご紹介、
物件の探し方など、皆様に役立つ動画を配信しています。

【しくじり大家さん/
失敗を乗り越えよう︕#前編】

【しくじり先生】
ふんどし王子さん

マニアック不動産
投資家アカデミー

【ルームツアー｜積水ハウス】
積水ハウス「シャーメゾンプレ
ミア」に行ってみたら高級分譲

マンション過ぎた︕

マニアック不動産
投資家アカデミー

朝日不動産チャンネル
【売買物件紹介】

【富山市婦中町田島】
現況満室メゾネット︕

ファボーレ近く 年間を通して
入居率の高い収益物件

朝日不動産
セミナーチャンネル

【第136回ミッキー塾】
入居者ニーズと意識調査で
わかること2022　part1

猪俣 淳氏

賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！
ハッチくんの

★ Chapter.50

朝日不動産(株)　常務取締役・小谷　武司

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。
今回は今春の富山大学、富山県立大学などの主に新入学生様に対するお部屋探しついて、弊社の取組事例をお
伝えさせていただきます。
学生専門の部門「学生課」にて昨年6月より、ご来店やサービスの向上として準備を始めました。主な対策は以下
の通りとなっております。コロナ禍に入り、3シーズン目となります、毎年傾向が違うことと法改正を合わせ立案
しております。

コロナ禍に入り、オンラインを活用した斡旋対
応などを進めてまいりましたが、昨年5月より
宅建業法改正にて、電磁的方法による交付が可
能となり弊社でも昨年10月より導入いたしまし
た。今後は、従来の紙での契約と併用にスマホ
での電子契約が活用され、大家様及びお部屋
のご契約者様へのサービス向上に繋がるもの
と思います。
弊社では、微力ながら富山での新生活を応援さ
せていただければという所存です。

③学生様向け
冊
子

学生版  お部屋探しサイト

朝日不動産株式会社
〒939-8281 富山県富山市今泉西部町3-9　TEL.076-420-1313  FAX.076-482-6226
〔朝日不動産〕https://www.asahi.ac/  〔学生版　お部屋ハッケン物語〕https://www.hakken.net/student/

2005～2022 年
全国賃貸住宅
新聞調べより

合格前
予  約

※富山県内の大学を受験されるお客様が対象です ／  一部対応していない物件がありますので、詳しくは担当スタッフにご確認ください

合格発表前でも、自分の気に
入ったお部屋を予約すること
ができます！

早期のお申込みでも、家賃の
お支払いは契約日（３・４月）
からの開始になります。

合格前予約のご利用に、予約
金等は一切必要ありません！
お気軽にお申込みください。

万一不合格だった場合でも、
予約のキャンセル料やその他
一切の費用は掛かりません！

KEEP

0円3・4月から 0円

※ 第一志望校の場合のみ

エントリー
受付期間

詳細･申込は
コチラから

朝日不動産の

2022年11月1日(火) ～ 2023年3月27日(月)

①②学生様用自社サイト

⑦奨学金制度 ⑧合格前予約

新築アパート新築アパートオーナー募集中！オーナー募集中！
客付け
自信あり
客付け
自信あり

借入
サポート
借入
サポート

富山県内
全エリア対応
富山県内
全エリア対応

プロパティマネジメント事業部/近藤・松谷まで

現役CPMの投資分析で安
心

現役CPMの投資分析で安
心

土地情報
多数

土地情報
多数

自己資金1,000万円～　標準プラン8戸自己資金1,000万円～　標準プラン8戸

人気の
プラン
人気の
プラン

新築管理実績多数新築管理実績多数
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2023富山県内賃貸仲介件数ランキング発表
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毎年、恒例の2023年度版賃貸仲介件数ランキングが、1月2日発行の「全国賃貸住宅新聞」で発表されました。弊社朝日不動産
は、全国ランキング32位で、前年の46位から躍進しました。図1全国各地の地域No.1の賃貸仲介業者名が並んでいます。富
山県内におきましては、年間仲介件数6,108件で、16年連続の圧倒的No.1でした。第2位は米原商事さんの866件、第3位が富山
サンホームさんの644件です。コロナ禍において、過去2年間は微増でしたが、本年は昨対112％と大幅な伸びになりました。
図2　アフターコロナを織り込みながら、法人の異動が活性化してきました。外国人の派遣労働者は、国内にはまだ入ってきて
いません。今後の本格的な回復は、外国人労働者の入国を待つことになります。DX（デジタルトランスフォーメーション）によ
る休日･夜間の接客も対応しながら、お部屋探しのお客さまへのサービスの品質向上を、さらに推進していきます。

2023 賃貸仲介ランキング図1
図2
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富山県 賃貸仲介ランキング
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※ 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

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：フレグランス北島 ●所在地：中新川郡上市町
北島278番 ●交通：富山地鉄「上市」駅徒歩約20分 ●築
年月：1997年9月 ●土地面積：650.59㎡ ●建物面積：
270.54㎡ ●構造：軽量鉄骨造スレート葺2階建 ●間取：
2K×6戸 ●引渡日：相談 ●現況：満室  ●取引形態：媒介

価格：23,000,000円（税込）
満室時年間賃料収入：3,456,000 円
満室時表面利回り：15.03%  ネット利回り：9.93%

フレグランス北島
現在満室！積水ハウス施工の軽量鉄骨造。
前面道路は融雪装置付きで冬期も安心！
2K×6戸、駐車場12台有

●建物名：Aqua Coat A棟B棟 ●所在地：黒部市堀高2-1 ●
交通：富山地鉄「電鉄黒部」駅徒歩約11分 ●築年月：2009年
1月 ●土地面積：1,159.15㎡ ●建物面積：350.64㎡ ●構造：
木造合金メッキ鋼板葺2階建●間取：2LDKメゾネット×8戸 
●引渡日：相談 ●現況：1戸空室  ●取引形態：媒介

価格：70,000,000円（税込）
満室時年間賃料収入：7,197,996 円
満室時表面利回り：10.28%  ネット利回り：8.40%

Aqua Coat A棟B棟
高稼働物件！
2020年外壁塗装工事済！

●建物名：レッズ水橋 ●所在地：富山市水橋肘崎570番地32 
●交通：富山地鉄バス バス停「法念寺前」 徒歩約4分 ●築年月：
1995年4月●土地面積：255．39㎡ ●建物面積：195.26㎡ ●構造：
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ●間取：2K×4戸、2DK×2戸 ●引
渡日：相談 ●現況：1戸空室  ●取引形態：媒介

価格：21,500,000円（税込）
満室時年間賃料収入：2,879,985円   
満室時表面利回り：13.40% ネット利回り：9.18%

レッズ水橋
H27年外壁塗装！
屋上防水工事実施

アパマンショップ射水小杉店・圓木　靖治

いつもお世話になっております。アパマンショップ射水小杉店の圓木です。皆様はIoTについてどうお考え
でしょうか︖現在、私は玄関鍵・居室照明・テレビ・エアコン・サーキュレーターを温湿 度計や時計と連 動
させ自動化し、廊下・トイレは人感センサー付き照明を使 用しています。自社の賃貸物件で自分好みにカ
スタマイズしており、かなり快適に過ごしています。以前はAmazonのAlexaを使って「声」による操作を
しておりましたが、今は「日の入りに室温が15度以下の場合に暖 房をつける」という条件を用いて自動化
することや、外出先での操作などが主流になっています。しかし、そのような環境を作るためにはどうして
も費 用がかかってしまいます。IoTとは既存の設備をインターネットに接 続させる機能を指しております
が、最近ではインターネットへ接続する前提のスマート（IoT）家電も普及してまいりました。私も一部の家

電がスマート家電ですが、通常の家電に比べ1.2～1.5倍の費用
が掛かっております。入居者目線で言えば、既存の設備をIoT化
してもらったほうがうれしい。お部屋探しをされているお客様で
「IoTには興味があるけれども、費 用をかけるぐらいなら…。」
と躊躇っている人に対する差 別化手段のひとつとして考えてみ
てはいかがでしょうか。

IoT導入で
快適ライフ！

アセットマネジメント事業部・岡本　貴大

いつもお世話になっております。アセットマネジメント事業部の岡本です。
新型コロナウイルスが少しずつ収まりを見せ、落ち着きを取り戻しはじめた昨年から、テナント需要が急に
伸びてきました。弊社ではレジデンスの建物管理がメインですが、アパートの１階にテナントが入っているよ
うなレジ・テナント複合物件の建物管理・客付けもさせていただいております。直近ではコーヒースタンド、
クレープ店、男性美容サロン店などのご成約がありました。需要は今後まだまだ伸びてくるのではないかと
思います。
それでは、複合物件を購入する際のお話をさせていただきます。入居年数の長いテナントがある場合、家賃

が高いままかもしれませんので、テナント賃料の再査定を行いましょ
う。複合物件では、テナント賃料が賃料収入の多くのウエイトを占め
ることがあります。入居すれば長期になりますが、反対に退去すれば
空室期間も長 期化する傾向があります。退去した場合の再募集 想定
と、更新時の賃料交渉があるかもしれないことも視野に入れ、購入の
際はぜひ再査定をおすすめいたします。
現況の利回りだけを見て購入すると後で大変ですので、しっかり見定め
て買いましょう。ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせくだ
さいませ。

シューズクローク

パントリー

ガレージ

差別化！差別化！

間取りの間取りの

複合物件購入の際は
テナント賃料の
再査定を！

アパマンショップ富山南店・花 　伸祐

いつもお世話になっております。アパマンショップ富山南店の店長の花です。建築費の値上げに伴い、新築

が全然建たなくなるのではないか、と懸念の声もありましたが、今年も多くの新築が市場に供給されていま

す。今年の特徴としては、高岡市の新築の着工棟数が多いことではないでしょうか。建築費の値上がりに伴

い、収益性を確保するために土地値の比較的安い地域に案件が重なっていることが予想されます。

その中で重要になってくるのはいかに『差別化』をするかです。設備での差別化ももちろんですが、近年は

インターネット無料や浴室乾燥機など、以前は差別化できていたものが標準の設備になってきており、なか

なか差別化に苦戦している大家さんもいらっしゃると思い

ます。そこで差別化できるのは「間取り」です。

ガレージ付き物件、シューズクローク付き、パントリー付き

など、何か一つ、他の物件にない特徴を作ることが他社と

の差別化、競争優位の源泉となります。間取りだけではあ

りません。ペット可能物件、テナント利用可能など条件を

変えたり、供給の少ないエリア、人気の駅近エリアに建て

るなど、いろんなところで差別化は可能です。

ぜひ、どうやって独自の特徴を出していこうか、楽しみなが

ら新築を建てていただき、弊社に管理もお任せいただける

ことを楽しみにお待ちしております︕

1 IoTを通して賃貸物件で考える可能性

現況利回りだけを見て買うと大変︕
テナント賃料の再査定を行いましょう

新築においてのライバル物件との差別化 3


