
不動産投資サポート 

不動産法律レクチャー 

◎［一棟マンション市場編］。 

リアルプラン・マーケットレポート 
◎都心部における新築・中古マンションの動向。 
◎商業店舗マーケットについて。 

不動産税務セミナー 

◎［内部収益率］について。 

リアルプランセンターのご案内 
◎三井の田園調布リアルプランセンターをご紹介いたします。 

今年度税制改正のポイントと、次世代への資産承継を円滑に行う方法とは…。 

土地面積問題と隣地との境界問題…。トラブル回避のための対策Q&A。 



　首都圏、特に都心部では超高層・大型マンション建設が盛んに見られるようになっています。この首都圏の新築マンション市場
ではここ数年大量供給という現象がみられていますが、その背景にはどのような要因があるのでしょうか。また、中古マンション
市場においても著しい価格変動が見られます。そこで今回は都心マンション市場の動向について分析しながらお伝えします。 

　商業店舗の賃貸マーケットは、立地条件によって大きく左右されます。しかし、近年の不況の中で店舗における賃料
相場は全般的に低下していることで都心部の一等地をはじめ、進出意欲が高まっているのが現状です。今回ここでは、
都内主要地域の店舗賃料相場を見ながら今後の動向を探っていくことにします。 

都心部における新築・中古マンションの動向。 

商業店舗の賃貸マーケットについて。 

　首都圏の新築マンション供給は平成５年頃ま
では４万戸が一応の目安とされていたのが、平成
６年に７９，８９７戸の供給となり、平成12年に過去
最高の９５，６３５戸となり、平成13年は８９，２５６戸の
供給と高水準で推移しています。平成14年の供
給実績は８８，５１６戸になり、平成１５年の供給予
想は８６，０００戸で5年続けての8万戸超の供給と
なります。 

●首都圏新築マンション市場 

●首都圏新築マンション供給戸数 資料：不動産経済研究所 

資料：不動産経済研究所 
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　この大量供給現象は前号で解説の地価動向
とも絡みます。都心商業地で地価下落をした土
地が大規模再開発等でマンション用地に利用さ
れていることが大きな要因です。このことは日々 の
新聞に掲載されるマンション広告、それも20階以
上の超高層マンション（いわゆるタワーマンション）
広告が多くなっていることでも分かります。超高層
マンションは郊外部でも建築されていますが、そ
の大半は都区部で、この傾向はあと数年続くと見
られています。超高層マンションの供給増に加え、
億ションやワンルームマンションの供給が増えてい
るのも特色です。マンション価格を左右するのは

地価と建設費です。地価は基準地価の分析で
お伝えしたように区部都心部では住宅地で△1.4％、
商業地で△4.9％の下落を示していますが、建築
費はゼネコンが採算面を重視した受注体制をと
っていることから上昇傾向にあるため、土地・建
物全体のコストとしては若干の低下になっています。 
　新築マンションの平均価格としては、ここ3年間
では4,000万円台に下落していますが、トレンドとし
ては落ち着いてきています。不動産デベロッパー
は販売価格の下落分を平均専有面積の拡大に
還元したことも需要を支える要因となっています。 
●首都圏新築マンション平均価格 
　および平均専有面積の推移 

【注】：平成１４年データは実績予想 
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　中古マンションの価格は新築マンションの大量
供給と価格低下にスライドして全体としては低下
傾向を示していますが、新築マンション同様、価
格においても二極化の現象が出てきています。 
　三井不動産販売・三井のリハウスネットワーク

がまとめた「リハウス・プライスリサーチ」（10月1日
時点）によると、平成14年10月1日時点で首都圏中
古マンションの四半期変動率は、前期（７月１日時点）
は横這いだったのが、再びマイナスとなり△1.1％と
なりました。多少の地域差・物件差はあるものの、
中古マンションの下落は収まりつつあるようです。
東京23区、それも都心部では価格上昇傾向が見
受けられるケースが出てきております。特に中央区、
港区、渋谷区で上昇傾向が強いようです。 

●中古マンション市場 

●東京圏の中古マンションの 
　四半期変動率による推移・年間変動率 

※　　やや下落（△１％～△３％未満） 横這い（△１％～＋１％未満） 

平均価格 
平均専有面積 

　都心部の中古マンション価格に底打ちの兆し
がうかがえるのは、 
①都心部の新築マンションとの価格面での対
　比で、割安感のある中古マンションに流れ
　ていること 
②地方の富裕層などがペイオフ対策などを目
　的として中古のファミリー物件を投資用と
　して購入していること 
③築５年未満の築浅物件が全体の１割を占め
　るなど、優良物件が相場を底上げしている
　こと 
などの影響が考えられます。 
　具体的な中古マンションの価格データとしては
東京２３区の平成１４年１１月時点のものでは前年
同月を６％上回り、平均価格は３,４４４万円（平均
築年数17.3年）となっています。（東京カンテイ調査） 

　商業店舗のマーケットではその地区の集客力により賃料相場が決定されます。長期にわたる不況
で全般的には販売単価の高い店舗展開がスピードダウンし、低価格・豊富な品揃えを誇る店舗が急成
長しています。これらの店舗は立地にこだわりつつも、かつては店舗賃料が高過ぎ、都心部の一等地
には進出しにくかったのが、オフィス賃料と同じく低下した店舗賃料の恩恵を受け、都心部の一等地を
はじめとして進出意欲が高くなっています。ただし競争の厳しいコンビニに代表される流通業界などで
は進出後の採算の見直しから再配置による撤退も見られます。また金融機関の支店としての店舗は
金融業界が効率経営を進める中で、統廃合が進み、一等地での店舗供給増につながっています。なお、
かつては都心部に空洞化現象も見られましたが、近年都心部に超高層マンションの供給が増え、人口
が増加したことにより、都心部がより活性化したことも進出意欲につながっています。 
　店舗賃料は、その立地特性により店舗経営に大きな差を生じることからオフィス以上に大きな幅があ
ります。下表は店舗賃料の大まかな相場を示したものです。 
　なお、店舗には保証金が必要ですが、この相場もまちまちです。少ない場合は月額賃料の6ヶ月分で、
多い場合は20ヶ月分位となっています。礼金はかつては1ヶ月～2ヶ月分が普通でしたが、最近では「なし」
のものがほとんどのようです。 
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単位 ： 円／坪 ●都内主要地域の店舗賃料 
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14,000～25,000

平成１５年 ２月　リアルプラン・マーケットリポート 



　不動産の売買契約を締結する際、公簿売買と呼ばれる方式と実測売買と呼
ばれる方式があります。この２種類の方式の違いを十分に理解していないと、とり
わけ土地の売買契約については面積を巡るトラブルに巻き込まれることがあります。
また、隣地との境界に関するトラブルが発生している場合、どのように対処すれ
ばよいかというお悩みをお持ちの方も少なくないと思います。今回の法律レクチ
ャーでは、土地の売買契約における面積の差異に関する問題を抱えている方と
境界紛争でお悩みの方の２つのご質問を基にＱ＆Ａ方式でご説明いたします。 

シティユーワ法律事務所 弁護士 

土地の面積を巡るトラブル 

土地を買う際、登記簿には土地の面
積は１２０㎡とされていたため、この登記簿の
記載を信じていたのですが、建物を建てよう
として測量をやり直したところ、現実には１１５
㎡しかないことが判りました。そこで、売主で
ある不動産業者にクレームを言って売買代
金を減額するように求めたところ、この土地
の売買は公簿売買なので、土地の面積が
登記簿上の面積よりも少なかったとしても、
売買代金を減額するわけにはいかない、と
の回答を受けました。そうなのですか？ 

隣地との境界紛争のトラブル 

私は６５歳になりますが、隣地との間で
境界紛争があることに悩んでいます。と申し
ますのも、私の家は建築して２５年になり、隣
地との境界の塀も家を建てたときに、私の敷
地内に万年塀を作ったのですが、先頃、息
子と２世帯住宅を建てる話が出た際、古くな
った万年塀も取り壊して、新しくブロック塀を
作ることを考えていたのです。 
　ところが、そのころ隣地のご主人が亡くなり、
遺産を分けるために測量をしたようなのですが、
隣地の息子さんは、隣地の面積が登記簿
面積よりも少ないので、私の万年塀が越境
しているに違いないと言い出したのです。私
にしてみれば、言いがかりにしか思えないの
ですが、私の家を建て替える話も止まってし
まい、少々困った状況にあります。何か良い
問題の解決方法はありませんか？ 

まず、貴方が土地を購入した際の売買
契約書をご覧になって下さい。「本件土地の
売買対象面積は公簿面積としますが、公簿面
積と実測面積との間に差異が生じたとしても、
売主、買主はそれぞれ売買代金の増減の請
求その他何らの異議を申し立てないものとし
ます。」という趣旨の条項が売買契約書に存
在していれば、その売買契約は、登記簿をもっ
て物件を特定し、その範囲を売買対象とする
ものであり、通常、公簿売買と呼ばれている方
式の売買契約です。　 
　そして、公簿売買の場合、売買代金額は売買
契約締結時に確定しており、後日、公簿面積と
実測面積との間に差異があることが判明しても、
売買代金の清算の問題は生じないのが原則です。
他方、実測売買と呼ばれている方式の売買契
約もあり、これは、実測面積を基準に売買代金を
定めるため、例えば「本件土地の売買対象面積
は測量によって得られた面積とします。測量の
結果得られた面積と登記簿上の面積に差異が
生じたときは、売買残代金支払時に１㎡当たり金
○○万円の割合で売買代金を精算します。」と
いう条項が売買契約書に存在しているはずです。 
　貴方が購入した際の売買契約書はどちらで
しょうか？前者であれば、売主である不動産業者
の回答は正しいことになります。もっとも、公簿売
買であったとしても、実測の結果、実測面積と公
簿面積を比較して売買目的物である土地の同
一性を失わせるほどに実測面積が少ない場合は、
売買契約の効力が問題となる可能性はありますが、
お尋ねのケースは売買目的物である土地の同
一性を失わせるほどに実測面積が少ないと評
価することは難しいと思われますし、また、売買
契約締結に際し、売主である不動産業者が公
簿売買について一切説明を行うことなく、貴方を
殊更に欺いたというような事情があればともかく、

そうでなければ売買契約書に明記されている公
簿売買の条項を否定することは難しいと思われ
ます。 

大変お困りの様子ですが、具体的な状況、
例えば、境界杭があるのか、それに代わる境
界を客観的に証明するものはあるのか、など
の事情がよく判らないので、詳細にお答えす
ることは難しいのですが、一般論として考えら
れる問題の解決方法をいくつかお示しします。

【Ⅰ】調停による解決：隣地の方と直接お話し合
いになって解決しない場合、簡易裁判所の調停
による解決を検討されるのも１つの方法です。但し、
少 難々しいお話をしますと、法律上「境界」とは「個々
の土地を区画する公法上の区分線」と定義さ
れています。貴方は、法務局（登記所）に備えら
れている公図をご覧になられたことがありますか？
言うならば、境界とはこの公図１筆１筆を確定さ
せる「筆境」であって、公的に設定された線です
ので、仮に、貴方と隣地の所有者の間で話し合
いが整ったとしても、私人間の取り決めだけで「境
界」を自由に決定したり変更したりすることはで
きません。そこで、調停の場ではあくまで貴方と
隣地の所有者との間で、それぞれの土地の所
有権の境目（つまり、どこまでが貴方の土地で、ど
こからが隣地の所有者の土地か、という所有権
の区分線）を決めることになります。 
　なお、厳密に言えば、この後に、公図の訂正ま
たは所有権の範囲に合わせた土地の分筆が必
要になる場合もありますが、調停による話し合い

がまとまれば、貴方と隣地の所有者との紛争は
一定の解決が図れますので、必ずしもこのレベ
ルまで対応しなくてもよいのではないかと思います。 

【Ⅱ】裁判（訴訟）による解決：貴方が隣地の方
と直接お話し合いになっても、また、調停による解
決を図ろうとしても、いずれの手段でも解決が図
れない場合、最終的に解決を図ろうとする場合、
裁判（訴訟）による解決を図るしか手段はないこ
とになります。そして、裁判（訴訟）による解決を
図る方法としては、ａ）境界確定の訴えを提起す
る方法、b）所有権確認の訴えを提起する方法
の２通りの方法が考えられます。境界確定の訴
えとは、前述した「個々の土地を区画する公法
上の区分線」を裁判において判断してもらうとい
う訴えです。裁判所は、当事者双方が提出する
証拠により、「境界」がどこにあるか判断するわ
けですが、この訴えにおいては、裁判所は、当事
者が主張する「境界」がいずれも正しい「境界」
ではないと判断すれば、証拠に基づき独自に「境
界」を判断することができます。これに対して、所
有権確認の訴えとは「境界」がどこであるかはと
もかくとしても、貴方と隣地の所有者の土地の所
有権の境目がどこにあるのかを判断することに
なります。そして、裁判（訴訟）においては「境界」
についての判断と「貴方と隣地の所有者の土
地の所有権の境目がどこにあるのか」について
の判断は必ずしも一致しないということがあります。
　具体的に申し上げると、例えば、本件では、仮に、
「境界」については隣地の所有者が主張する「境
界」が正しい「境界」であると判断されるとしても、
土地の所有権の範囲の争いでは貴方の主張
が認められるというようなケースもあり得るように
思えます。なぜなら、貴方のご説明では「私の家
は建築して２５年になり、隣地との境界の塀も家
を建てたときに、私の敷地内に万年塀を作った」
ということですので、仮に、貴方が、実際には貴 
方の所有地ではないにもかかわらず、貴方の所
有地であると誤信して、隣地に万年塀を作った
としても、貴方が万年塀が存在する隣地部分を
時効取得するということも考えられるからです（民
法第１６２条第１項）。 

　今回は、事実関係の詳細が判りませんので、
この程度の回答にとどめておきますが、貴方の
場合は、事実関係によっていかなる手段を執る
ことが最善であるかについて検討が必要である
と思われますので、詳しい事情を弁護士に相談
され、適切な解決方法のアドバイスを受けること
をお勧めします。 



　一般的に不動産投資の対象としては、ユニット単位のマンションが
普通ですが、時として一棟単位で売買されることがあり、これを「一棟マ
ンション市場」と呼んでいます。最近ではこの一棟マンションが注目され
ており、不動産投資における一つの市場を成立しています。今回はな
ぜ注目されているのか、その背景を探ってみようと思います。 

［一棟マンション市場編］ 

　「一棟マンション市場」というとディベロッパー
等がマンションを一棟ごと建築することだと思わ
れるかもしれませんがそうではありません。不動
産業界においては既に建築された賃貸マンショ
ンとして運用されているものを一棟ごと売買する
市場のことをいいます。不動産投資市場におい
て一つの市場として成立しています。マンション
投資は各住戸をユニット単位で購入するのが普
通ですが、時として一棟ごとで売買されることが
あります。 

不動産投資サポート⑤ 

平成１５年 ２月　不動産投資サポート 

　一棟マンションといってもその立地や環境は多
種多様ですが、一棟マンション市場で人気のある
のはやはり最近の都心回帰現象にそった都心型
マンションです。購入者側で都心型マンションを
購入し易い理由としては次のような事があると言
われています。 
①ここ数年都心部住宅地の地価下落幅は縮
　小傾向に、地域によっては横這いになって
　いることから今が買い時と判断していること。 
②都心型マンションには地の利の点から根強
　い需要があり、賃料も安定していると判断し
　ていること。中小法人の事務所としても活用
　されているマンションではこのことが特にあ
　てはまっていること。 
　郊外部、準郊外部のマンションでも一棟売りさ
れているものは数多くありますが、一般的には最
寄駅から徒歩圏のものが好まれる傾向にあります。 

　ユニット単位の分譲マンション売買では各住戸
の修繕積立金は購入者に引き継がれますが、一
棟売りでは原則このようなことがないだけに、その
マンションの劣化診断調査をし、大規模修繕の費
用を組み込んで購入価格が妥当であるかどうか
をよく見極めることが必要です。物理的にはまだ
まだ耐用年数があるマンションでも機能的な改良
を施さなければ将来の需要が見込めなくなること
もあり、この点からのチェックも必要です。また将
来の建替えを考慮して都市計画法・建築基準法
等の法令上の制限が現在どうなっているかのチ
ェックも必要です。なお、一棟マンションの管理は
購入前からの専門管理会社やサブリースを引き
受けている不動産会社に委託するのが普通です。 
　一棟マンション情報は特殊なだけに市販の住
宅雑誌に掲載されることはまずありません。大手
不動産仲介会社に問い合わせるとこの情報を入
手できます。 

　一棟マンションの購入者には外資ばかりでなく
日本の法人や個人も登場しています。法人では
余資運用を目的とした財務内容の良い企業、特
にキャッシュの豊富な企業が中心です。 
　また、社宅・寮・保養所等の福利厚生施設や工場・
研究所等を売却した企業が買換特例で税制上
の優遇措置を受けて購入する例も多く見受けら
れます。個人では長期所有の不動産を売却した
人が買換特例を利用して収益物件である一棟
マンションに買換えたり、相続でかなりの財産を得
た人が購入していることが多いと言われます。 
　日本人の相続財産は約６割～７割が不動産、
それも相続で分割しにくい土地の比重が高いと
いうデータがありますが、個人購入者の場合、区
分所有できるマンションならば収益性に裏付けら
れた財産を容易に遺産分割できるというメリットが
あります。相続財産の評価は土地は路線価でこ
れはほぼ地価公示の８０％水準、建物は固定資
産税評価で同じく７０％水準となり、これに対し貸
家としての減額措置が受けられ節税効果が享
受できます。 
　ペイオフの実施以降、法人や資産家は資金・

資産の運用効率に敏感になり、この人達の資金
が一棟マンション市場にも流れてきていると言わ
れます。 

　一棟丸ごと売られるマンションだと、何かいわく
因縁がありキズモノの印象を与えかねませんが、
実際はどうなのでしょうか？ 
　まず売主の分類でいうとディベロッパー等の法
人である場合と個人の場合があります。ディベロ
ッパー等の法人である場合、このディベロッパー
は売る対象マンションを賃貸にしていることが普
通です。個人の場合も同じです。皆様はプロや
個人資産家が所有していたマンションがなぜ手
離されるのかと思われるかもしれません。この理
由は一言で表現すると金融機関の不良債権処
理が進む中、借り手である企業や個人が長期借
入金を圧縮したり、資金繰りの点から売却せざる
を得ない状況が発生していることです。 
　ディベロッパーとしては賃貸マンションとして市
場性があると判断したからこそ、この建築費に対
し長期借入金を起こし、そのマンションを所有して
いたのですが、バブル崩壊以降、銀行借入の圧
縮を図らなければならなくなりました。この結果、
その会社の収益には何がしかの貢献をしている
賃貸マンションといえども、泣く泣く売却をせざるを
得なくなります。そのマンションに欠陥があるとか
の理由で売却するのではありません。その逆に
売却価格と現行賃料との関係でいうと魅力ある
マンションであることの方が多いのが普通です。 
　個人売主の場合は、その人の本業での不振
や投資の失敗をし、その穴埋めをするためや、相
続目的等で現金化したい場合に売却するケース
が多いようです。 
　以上のような売却理由から、売却価格はユニッ
ト単位のマンションとの比較ではやや低めに設定
され、買主側にとっては魅力ある投資対象となっ
ています。 
　さて、この一棟マンション市場に最初に目を付
けたのは外資です。１９９８年（平成１０年）にモル
ガン・スタンレーという米国の金融機関が大手マ
ンションディベロッパーから複数棟からなる全１,２００
戸のマンションを１２０億円前後の金額で購入した
ことが大きな話題となりました。これ以外にも一般

に公表されることは少ないものの多くの取引が成
立しているといわれています。 
　それでは買主は一棟マンションの何に魅力を
感じて投資をしているのでしょうか？外資は不動
産の価格を収益還元法で算出し、投資判断の目
安としますが、この収益還元価格の点で魅力あ
るインカムゲインを得られると判断していることが
一番大きな理由のようです。一般的に投資利回
りは粗利回りで６～７％台を確保することを目標に
投資をするといわれ、市場にこの利回りを確保で
きる物件が多いことが市場を活性化させていると
いわれています。 
　中古の一棟マンションは過去数年から１０年以
上にわたって賃貸物件として市場性を持ってい
たことから、利回りが確定し易いことも大きな魅力
となります。 
　買主側は利回り以外にも売主側から次のよう
な資料の提出を受け、慎重に審査をした上で物
件購入の可否を決定します。 
①物件のロケーション等の表示 
②年間収入と費用の内訳明細表 
③各住戸別の賃貸条件一覧表 
④近隣の類似物件賃貸事例と売買事例 
⑤管理の委託先とその委託条件 
　また外資の一部では購入した賃貸マンションを
リート（不動産投資信託）に組み込んでいることも
あります。一棟マンションの総額は小さなマンショ
ンでは数億円から、大きなマンションでは１００億円
を超えることもあり、非常に多様です。 

安定した収益 

遺産分割のしやすさ 

賃貸住宅に対する 
税制上の優遇措置 



　DCF法のDCFはDiscounted Cash Flowの
省略形で、DCF法は「割引現在価値法」と訳さ
れます。DCF法には「正味現在価値法」と「内部
収益率法」との２つがあります。 
　以前お伝えしたキャップレートという指数はそれ
なりに使い勝手の良い指数ですが、収益は営業
初年度のもので判断されます。計算は簡単・手軽
にできるので「簡単法」とか「伝統的な投資基準」
と呼ばれています。しかしながらDCF法のように
将来の長期にわたるキャッシュフローを割り引い
て考えないので厳密性に欠ける嫌いがあります。 
　これに対しDCF法は、ある不動産を取得した後、
何年間かにわたり「保有」し、その後、その不動
産を第三者に「転売」することを想定した場合に、
保有期間内に得られる「賃貸（純）収益の現在
価値」と、第三者への「転売時に得られる売却益
の現在価値」の合計をもって、その不動産の価
格（収益価格）とする評価手法です。賃貸（純）
収益を保有期間とする点、対象不動産は投資の
目的期間が経過したら売却する点を取り入れた
ことで、より現実的で厳密的な指標となっています。 
　DCF法は、主として買う側の論理を反映した
価格算出手法です。したがって、投資家が期待
する利回りをどれくらいに設定するかによって、購
入希望価格は大きく変化することになります。こ
の時、期待利回りが高まるほど評価額（購入希望
価格）は低く、反対に、期待利回りが低くなるほど
評価額（購入希望価格）は高くなるという関係に
あります。 
　一般論として、いまの日本で、かつてのような地
価の上昇（キャピタルゲイン）を見込むことは困難
ですから、その不動産から期待される家賃収入
のみが、投資利回り（投資収益率）の支えとなります。
また、経費面では、土地については、固定資産税
や都市計画税などの経費が、建物については修
繕費や維持管理費などの経費が必要とされます。
したがって、投資利回りを計算するに際しても、家
賃収入のみに基づいた表面利回りではなく、家
賃収入からこれら経費を控除した後のネット利回
りを重視することが一般的です。 

　平成１４年１２月号では、収益性指数についてお伝えいたしました。収
益性指数の中でも、近年特に注目されているのが「内部収益率」とい
う指数です。今号ではこの指数の計算式を基に重要なポイントを探り、
さらに、テナントでの賃貸借契約上の注意点から対象不動産に係る調
査業務であるデューデリジェンスの考え方についてご説明いたします。 

［内部収益率］について 
不動産投資理論／No.5

〈賃貸借契約書のチェックポイント〉 
（1） 
（2） 
（3） 
（4） 
（5） 
（6） 
（7） 
（8） 
（9） 
（１０） 

 
（１１） 

賃貸使用目的（事務所・店舗など） 
テナント名 
賃貸面積 
賃貸開始日・賃貸借契約終了日 
賃貸料・敷金・保証金等の詳細 
賃貸料の見直し条項の有無と見直し時期 
天災の場合の取り扱い 
賃借人原因による毀損・滅失の取り扱い 
賃貸借終了時、造作物の買取義務の取り扱い 
テナントから請求があった場合、賃貸人が支
払うべき項目 
その他（特に賃貸人にとって収入、費用計画
の変動要因になりうる項目） 

　DCF法としての内部収益率法の計算式は次
表の通りです。式の左側が保有期間内に得られ
る賃貸（純）収益の現在価値の合計で右側が転
売時に得られる売却益の現在価値です。式のY
が内部収益率としての割引率でＩＲＲ（Internal 
Rate of Return）と表現されることもあります。 
　例えば、１年経過後に不動産を転売するものとし、
その転売予測価格を１００として、年間の純収入
を５、割引率を８％とすると、不動産の現在価値（収

益価格）は９７.２〈５/（１＋０.０８）１＋１００/（１＋０.０８）１

＝９７.２〉になります。 同じ条件で、 ２年経過後に１
００で転売すると仮定すると、不動産の現在価値は、
９４.６〈５/（１+０.０８）１＋５/（１+０.０８）２＋１００/（１+０.
０８）２＝９４.６〉と求められます。 

　ただし、技術的な面からは多期間の内部収益
率は直接には計算できません。試行錯誤を繰り
返して概算値を求めたり、ある種の数学的手法
によりコンピュータを利用して求めます。投資を決
定するのに最低限必要な収益率を必要収益率
といいますが、例えば必要収益率を１５％とした場
合に、公式で求めた内部収益率がこの必要収益
率１５％を上回っていた場合に投資する価値が
あり、下回っていた場合には投資する価値がない
というように判断します。 
　また転売予測価格は購入時より上昇している
と予測することは現在のような状況下では難しく、
この減額を見込んだ場合には、賃貸収益で減額
分が十分カバーされることを計算に入れておか
ねばなりません。 
　次に重要なのが、公式の ａk に相当する純収
入の考え方です。これは、賃貸収入から必要諸
経費等を差し引いた後の金額です。必要諸経費
等の算出には、ライフサイクルコスト（LCC）も考慮
しなければなりません。ライフサイクルコストとは次
のようなものですが、この中ではエレベーターなど
の設備更新・外部金物塗装塗り替え工事費等の
修繕維持費を考慮することが重要となります。 

　内部収益率の計算においては、賃料収入が
安定していないと、危険性の観点から先の公式
の左側部分に相当する収益価格は下がる可能
性があります。 
　建物の賃貸借契約期間は、おおむね２～３年
程度が通常ですが、これは長い間、日本の地価
や賃料相場が上昇トレンドにあったため、オーナ
ー側からすれば、契約期間を短くすることで、い

わば、現行家賃とその上昇分との差額を取りはぐ
れることのないよう担保するために取られてきた
措置といえます。しかしこれが、賃料下落相場に
ある今は、逆にオーナーが自らの首を絞める原因
にもなっています。契約更新時に賃料のアップを
図ることができず、逆に賃料の下方修正を強いら
れてしまっています。以上の点を考慮して、内部
収益率を手堅く計算することが必要です。 

　資産性重視から利便性・収益性を重視した実
需中心の取引への移行、資産流動化法・投信法
に基づくスキームを活用した不動産の証券化の
進展など、我が国の不動産市場を取り巻く状況
には構造的な変化が現れています。この結果、
不動産の鑑定評価においても、投資用不動産を
土地建物一体の複合不動産としてとらえ、そのキ
ャッシュフローを価格に的確に反映させる評価ニ
ーズが顕在化しています。このように、多様化・高
度化したニーズに対応した鑑定評価においては、
収益還元法の重視と、収益性を綿密に把握する
ためのより詳細な市場動向の分析や対象不動産
に係る詳細な調査の重要性が高まっています。
この分析や調査業務をデューデリジェンスといい
ます。デューデリジェンスの重要な要素の一つが
下表に示すようなテナント情報です。 

　いくら賃貸借契約などがしっかりと締結されて
いても、テナントが倒産したり、賃料の不払いが発
生したり、テナントが契約解除して転出してしまうと、
安定的な賃料収入を期待できない可能性があり
ます。つまり、常に一定の高い稼働率を確保して
おくことが、非常に重要なのです。したがって、日
頃から、テナントの動向をウォッチしておくことや、
入居情報をキャッチしておくことも不可欠です。 
　デューデリジェンス的な視点では、オーナーや
管理会社が、常にテナントとの契約内容や業績な
どを認識しながら不動産運営を行っていくことが
ポイントになります。 平成１５年 ２月　不動産投資理論 

【内部収益率法の計算式】 

不動産の 
価格 V

ak : 
Y  : 
n  :

k期の純収入 
割引率 
aの予想が比較的確実な期間または 
保有期間（通常５年から１０年） 

転売予想価格 : n＋1年目の純収益を転売時還元 
利回りで還元して求める 

ak 
（1＋Y）k

n 
Σ 
k=1
＝ ＋ 

転売予想価格 
（1＋Y）n

【ライフサイクルコスト】 

① 修繕維持費 

③ 土地公租公課 

⑤ 減価償却費 

② 損害保険料 

④ 建物公租公課 

⑥ その他経費 



　平成１５年度の税制改正におきまして、不動産の流通課税の改正、研究開発減税の
創設、外形標準課税の導入、消費税の制度改正等、様々な分野における税制の改正
がなされております。特に、高齢化の進展に伴って、相続による次世代への資産移転の
時期が従来より大幅に遅れをみせており、さらには、高齢者の保有する資産の有効活用
を通じて経済社会の活性化に資するといった社会的要請のもと、高齢者の保有する資
産を次世代へ円滑に移転させる観点から「相続時精算課税制度」が創設される予定です。
　そこで今回は、都内Ｍ区にお住まいのＹさんからご相談をいただいた設例を基に、税
制改正後の具体的な対策と、税率変更後、資産がどのように変わっていくのか、検証ポ
イントを絞り、詳しくご説明いたします。 

今年度税制改正のポイントと、 
次世代への資産承継を円滑に行う方法とは…。 

【所 有 資 産】 
【家 族 構 成】 
【年間生活費】 

現金：６億円／更地：時価２億円 
母・２０歳以上の長男・次男 
父母：６００万円、母のみ４００万円 

【一次相続時】 

【二次相続時】 

【二次相続時】 

課税財産 
 
 
 
 

相続税 

： 現金／５億１,０００万円 
  ※父母生活費／９,０００万円差引 

  更地／１億３,６００万円 
  ※２億円×８５％下落率×８０％相続評価 
　  換算 

： 母／０円（配偶者控除利用） 
  長男・次男／各４,７００万円 

課税財産 
 
 

相続税 

： 現金／３億３００万円 
  ※母：一次相続分３億２,３００万円－ 
　  生活費２,０００万円 

： 長男・次男／各３,１５０万円 

◎６５歳（父）／都内Ｍ区在住 

※不動産、上場REIT共に、年間１％の時価下落率を 
　見込む。１５年後に父、２０年後に母の相続と仮定。 
（注）自宅やその他財産については勘案しておりません。また、不動産等の

下落率につきましては、現在のトレンドを反映したものを設定条件と
しています。これは将来にわたって当社が予想しているものではあり
ません。 

●最高税率７０％から５０％へ減税。 【相続税率の改正】 

●結果 ： 相続税率の変更後、１,０００万円の税額減少！ 

①平成１４年までの税制上の相続税 

Yさんの資産がそのままの場合。 

　相続税の最高税率については、個人所得課
税の最高税率（５０％）との格差が大きく、諸外国
の例に比しても相当高いことを鑑み、現行の最高
税率７０％から５０％に引き下げられる予定となっ
ています。また、累進構造については、個人所得
課税を補完し、富の再配分を図るとの相続税の
役割を踏まえ現行程度の累進とされる予定です。
　そして、税率の刻みについては、簡素化の観
点および遺産額に応じたある程度滑らかな負担
の変化を確保する観点により、次のように改正さ
れる予定となっています。 

　なお、経済のストック化、社会保障の充実、高
齢化の進展を踏まえ、従来より広い範囲に相続
税の負担を求める必要があることから、基礎控除
の引下げ等の課税ベースの拡大を図ることが
考えられますが、現行の基礎控除（５,０００万円
＋１,０００万円×法定相続人の数）は、改正されな
い予定となっています。 

課税価格 
（基礎控除および法定分割後） 

税　率 

現　行 改正案 

【配当金課税の改正】 

 
８００万円超～ 
１,０００万円超～ 
１,６００万円超～ 
３,０００万円超～ 
５,０００万円超～ 
１億円超～ 
２億円超～ 
３億円超～ 
４億円超～ 
２０億円超～ 

１０％ 

１５％ 

２０％ 
２５％ 
３０％ 
４０％ 

５０％ 

６０％ 
７０％ 

１０％ ～８００万円以下の部分　 
　１,０００万円以下の部分 
　１,６００万円以下の部分 
　３,０００万円以下の部分 
　５,０００万円以下の部分 
　１億円以下の部分　　 
　２億円以下の部分　　 
　３億円以下の部分　　 
　４億円以下の部分　　 
　２０億円以下の部分 　 

１５％ 

４０％ 

５０％ 

２０％ 
３０％ 

●一律２０％に、今後５年間は１０％。 
　少子高齢化と経済ストック化が進展する中、金
融資産に対する課税は、今後より重要性を高め
ることになります。その際、広く公平に負担を分ち
合い、簡素で分かりやすい税制を構築することを
基本としながら、今後は、税制の安定性にも配慮
する必要があるところです。 
　また、簡素で安定した金融税制を構築することは、
現下の政策要請である「貯蓄から投資へ」とい
った我が国の金融の在り方にも応えると期待され
ています。 
　こうした観点から、金融証券税制については、
将来の利子・配当・株式譲渡益に対する課税の
一体化を視野に入れ、金融商品間の中立性の
確保と簡素化が重要な政策課題となっていると
いえます。このため、上場株式等（上場REIT含む）
の配当、公募株式信託（ETF）、上場株式等の
譲渡益について、一律２０％の源泉徴収のみで
納税が完了する仕組みが導入される予定となっ
ています。さらに、個人投資家の積極的な市場参
加を促す観点から、今後５年間は１０％の優遇税
率が適用される予定となっています。 

　上記のように、REITの利回り５％、賃貸マンシ
ョンのネット利回り５％と同等の利回りを想定した
場合、配当課税の優遇により運用益は格段に
REITが優位となります。相続時の評価が異な
るため、相続税の面では④のケースで、納税額
が約５，０００万円少なくなりますが、相続終了時

の時価評価で見た場合には、若干REITが優位
となります。よって、上記②と③・④では、そのまま
で相続した場合と比較して一部の資産をリスクテ
イクして運用（投資）した結果では、相続終了時
の時価評価額は１５％前後向上しているのがお
分かりだと思います。 

１億５,７００万円 

【一次相続時】 

【二次相続時】 

課税財産 
 
 

相続税 
 
 
 

課税財産 
相続税 

： 現金／４億３，５００万円 
  更地／１億３，６００万円 
  REIT／１億７，０００万円（１５％下落） 
： 母／０円（配偶者控除利用） 
  長男・次男／各５，４００万円 
  ※長男・次男がREITを相続にて取得。 
　  取得後５年運用益４，０００万円 

： 現金／３億５，０５０万円 
： 長男・次男／各３，９００万円 

【運用時・１５年】 運用収入／１億５，０００万円 
配当課税／２，５００万円 

２億円の上場REITを購入。収入は配当利回り５％を 
想定。配当課税率５年間１０％、以降２０％ 

③Yさんが２億円のREITを購入し 
　運用した場合。 

１億８，６００万円 

【一次相続時】 相続税 ： 母／０円（配偶者控除利用） 
  長男・次男／各４,４００万円 

相続税 ： 長男・次男／各２,９５０万円 

②平成１５年からの税制上の相続税 

１億４,７００万円 

項　　目 現　　行 
改　正　案 

内　　容 時　　期 

上場株式等 
（上場REIT含む） 
の配当課税 

【所得税】 ◎原　則 
「源泉徴収／２０％」かつ 
「総合課税（配当控除）」 

【住民税】 ◎原　則 
「総合課税（配当控除）」 

※REITの金銭の分配金は配当控除なし 

【所得税・住民税】 

※REITの金銭配分金は、配当控除の適用はありません。 

◎「源泉徴収／１０％（７％＋３％）」 

平成２０年４月１日 
の支払い 

平成１５年４月１日～ 
平成２０年３月３１日 
までの支払い 

【所得税・住民税】 
◎「源泉徴収／２０％（１５％＋５％）」 

【相続税合計】 
残余財産の時価 ５億８，９００万円 【相続終了時】 

【一次相続時】 

【二次相続時】 

課税財産 
 
 
 

相続税 
 
 
 

課税財産 
相続税 

： 現金／３億８，５００万円 
  更地／１億３，６００万円 
  マンション／約５，０００万円×２戸 
  ※賃貸マンション相続評価換算にて。 
： 母／０円（配偶者控除利用） 
  長男・次男／各４，１５０万円 
  ※長男・次男が賃貸マンションを相続にて 
　  取得。取得後５年運用益２，５００万円 

： 現金／２億９，０００万円 
： 長男・次男／各２，７００万円 

【運用時・１５年】 運用収入／１億５，０００万円 
所得税等／７，５００万円 

１億３，７００万円 【相続税合計】 
残余財産の時価 ５億７，３００万円 【相続終了時】 

１億円の賃貸マンション２戸を購入。収支はネット利回 
り５％を想定。所得税・住民税率５０％にて試算。 

④Yさんが１億円の賃貸マンション２戸を 
　購入した場合。 

【相続税合計】 

【相続税合計】 

時価 ５億３００万円 【相続終了時】 

時価 ４億９，３００万円 【相続終了時】 



●結果 ： これまでの方法の中で圧倒的に優位です！ 

●5～6Pに関する詳しい計算方法や、ご自身の場合をお知りになりたい方は、同封の返信ハガキに必要事項を明記の上、ポストにご投函ください。 

【相続時精算課税制度の要件】 

１億円の賃貸マンション２戸を購入後、 
長男・次男に贈与。収入はネット利回り５％を想定、 
所得税・住民税率５０％（最大）で試算。 

⑤平成１５年以降、Yさんの一部の資産で 
　賃貸マンションを購入後、 
　ご子息二人に贈与した場合。 

●非課税枠２，５００万円。軽減税率２０％。 
　本制度では、相続税・贈与税の一体化措置と
して、「贈与段階の課税」については、相続時の
精算を前提にした概算払いという性格を踏まえ、
非課税枠を２，５００万円として設け、非課税枠を越
える部分について、軽減税率を２０％で課税を行
うことになっています。 

　相続時精算課税制度の対象となる「贈与」は、
右記の要件が対象となります。適用時期を定め、「人
の要件（贈与者・受贈者）」として分けられます。さ
らに、「物の要件（種類・金額・回数）」の内容を満
たす贈与税額が本制度の適用要件となります。 
　また、平成１５年以降に、一部の資産で賃貸マ
ンションを購入後、ご子息に贈与した例と、所有地
に賃貸マンションを建築後、建物のみをご子息に
贈与した例も算出してみました。 

　左記のように、賃貸マンションを購入しご子息
に贈与した場合、賃貸マンションが生み出す収益
はそのご子息に帰属するため、収益分は相続対
象からは外れます。従って、③と比べた場合、相
続税の額が１億８，６００万円から１億９００万円となり、
約８，０００万円減少することで相続終了時の時価
評価で見た場合にはほぼ同等のものとなります。 
　ご自身で所有されている遊休地（または、収益
性の低い事業用資産の買換土地など）に、賃貸
建物を建築することにより、土地の評価は貸家建
付地となります。建築後、収益を生み出す建物部
分のみをご子息に贈与することで、より効率的な
収益の移転が図れます。 
　また、相続時の土地の評価は、贈与した時点
での権利義務（入居者との賃貸借契約）を引き
継ぐことになりますので、従来通り貸家建付地の
評価減が適用されます。 
　ただし、贈与時の権利関係がそのまま相続の
時も続いていればよいのですが、贈与後借家人
が変更されますと使用賃借となり、更地評価とな
ってしまうため、不動産管理会社に長期のサブリ
ース契約を締結するなどの方策が必要となります。 

項　　目 

適用時期 

贈与税額 

平成１５年１月１日～の贈与となります。 

内　　容 
摘　　要 

贈　与　者 

人
の
要
件 

物
の
要
件 

６５歳以上の親 

受　贈　者 

◎２０歳以上の子である推定相続人 
◎相続時精算課税制度の選択者 
◎平成１５年１月１日以降において、現行の「住宅取得資金等贈与の 
　特例」の適用を受けてから５年を経過している方。 

種　　類 制限なし（金銭・不動産・債権等） 

［（適用選択贈与者からの贈与財産の合計額）－２，０００万円］×２０％ 
［相続財産と合算する贈与財産の価額は「贈与時の時価」です。 

金　　額 １回当りの制限なし（累計で親一人当り２，５００万円まで非課税） 

回　　数 制限なし 

父母毎に算出 

父母累計で 
５，０００万円まで 
非課税 

板倉和明税理士事務所　税理士 
監修 ： 板倉和明 

　「相続時精算課税制度」は、今回のように税効果でプラスに寄
与することに加えて、ご自身が亡くなられた後に相続人間で発生
する「争族」をご自身によって生前に防ぐことが可能となります。 
　これまでは「遺言」や「死因贈与契約」に託した遺産分割・遺
産承継を生前にご自身で引き継がせ、その目で確認することがで
きます。本制度の年齢要件を満たされている方は、ぜひご活用を
検討されることをお勧めいたします。また、今回の税制改正では、「養
子縁組のお孫さんへの相続税額２割加算」や「生命保険契約に

関する評価の変更」、「住宅取得資金に係る相続財産時精算制
度の特例」等もあり、一度ご自身の資産や相続対策を見直すよ
い機会かと思われます。 
※本書の内容は平成１５年１月に閣議決定された「税制改正要綱」に基づいた
　もので、正式決定は平成１５年３月の通常国会にて可決後に成立・施行とな
　ります。 

【一次相続時】 

【二次相続時】 

課税財産 
 
 

相続税 
 
 

課税財産 
相続税 

： 現金／３億１，０００万円 
  更地／１億３，６００万円 
  精算課税分／１億円 
： 母／０円（配偶者控除利用） 
  長男・次男／各２，９００万円 
  ※相続税３，４００万円－贈与税５００万円 

： 現金／２億５，３００万円 
： 長男・次男／各２，０５０万円 

【贈　与　時】 課税財産 
贈与税 

： マンション／約５，０００万円×２戸 
： 長男・次男／各５００万円 
  ※マンション５，０００万円－非課税枠２，５００ 
  　万円×２０％ 

【子供運用時】 運用収入 
所得税等 

： ２億円 
： １億円 

１億９００万円 【相続・贈与税合計】 
残余財産の時価 ６億１００万円 【相続終了時】 

２億円で建築し、賃貸マンション運用後、長男・次男に 
贈与。収入は土地・建物価格に対して、ネット利回り５％ 
を想定、所得税・住民税率５０％（最大）で試算。 

⑥平成１５年以降、Yさん所有地に 
　賃貸マンションを建築後、 
　建物のみご子息に贈与した場合。 

【一次相続時】 

【二次相続時】 

課税財産 
 
 
 
 

 
相続税 

 
 

課税財産 
相続税 

： 現金／３億１，０００万円 
  貸家建付地／１億８８０万円 
  ※２億円×８５％土地下落分考慮×８０％ 
　  相続評価換算×約８０％貸家建付地 
　  評価減 

  精算課税分／８，４００万円 
： 母／０円（配偶者控除利用） 
  長男・次男／各２，６００万円 
  ※相続税２，９４０万円－贈与税３４０万円 

： 現金／２億３，１００万円 
： 長男・次男／各１，７２０万円 

【贈　与　時】 課税財産 
 

贈与税 

： マンション建物／約８，４００万円 
  ※賃貸マンション建物相続評価換算にて 
： 長男・次男／各３４０万円 
  ※マンション建物８，４００万円÷２－非課税 
　  枠２，５００万円 

【子供運用時】 運用収入 
所得税等 

： ４億円 
： ２億円 

９，３００万円 【相続・贈与税合計】 
残余財産の時価 ７億１，７００万円 【相続終了時】 

【贈与税の計算（資料）】 

年　　分 

平成１５年 

贈　与　財　産 

２，０００万円 

贈　与　税 

２，０００万円 － ２，５００万円 ＝ 0万円 

平成１６年 ２，０００万円 ［ ２，０００万円 －（２，５００万円－２，０００万円）］× ２０％ ＝ ３００万円 

平成１７年 １１０万円 ［ １１０万円 －（２，５００万円－２，５００万円）］× ２０％ ＝ ２２万円 

合　計 4，110万円 322万円 

※平成１５年度分の贈与から、本制度を選択適用とします。（税務署への届出） 



FAX.03(3722)4850
〒１４５-００７１ 東京都大田区田園調布３-１-１ 

㈱三井リハウス東京 国土交通大臣（1）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

田園調布リアルプランセンター 

E-mail / rpc-denen@rehouse.co.jp

FAX.03(3392)3901
〒１６７-００５１ 東京都杉並区荻窪５-２７-８ 第一荻窪ビル２F 

杉並リハウス㈱ 東京都知事（７）第４０６７４号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後８時００分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

荻窪リアルプランセンター 

E-mail / rpc-ogikubo@rehouse.co.jp

FAX.03(5548)4432
〒１０４-００５２ 東京都中央区月島１-８-３ BR月島1,１F 

㈱三井リハウス東京 国土交通大臣（1）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

月島リアルプランセンター 

E-mail / rpc-tsukishima@rehouse.co.jp

FAX.03(5466)7265
〒１５０-０００２ 東京都渋谷区渋谷１-１-４ 青山フラワービル６F 

 
国土交通大臣（１１）第７７７号 

（社）不動産協会・不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

青山リアルプランセンター 

E-mail / rpc-aoyama@rehouse.co.jp

FAX.03(3237)1132
〒１０２-００８３ 東京都千代田区麹町６-４-３ 麹町三幸ビル１F 

㈱三井リハウス東京 国土交通大臣（1）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

四谷麹町リアルプランセンター 

E-mail / rpc-yotsuya@rehouse.co.jp

FAX.03(5478)7022
〒１５３-００４１ 東京都目黒区駒場４-７-６ パークビル２F 

南東京リハウス㈱ 東京都知事（７）第４０４１６号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後６時１５分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

代々木上原リアルプランセンター 

E-mail / rpc-yoyogiuehara@rehouse.co.jp

FAX.03(5496)5618
〒１５３-００６４ 東京都目黒区下目黒１-３-２７ アセンド目黒２F 

城南リハウス㈱ 東京都知事（７）第４０４４５号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後６時００分〈毎水曜定休〉 

目黒リアルプランセンター 

E-mail / rpc-meguro@rehouse.co.jp

FAX.03(3818)3765
〒１１２-０００２ 東京都文京区小石川５-１-１ パーク・ノヴァ小石川１F 

㈱三井リハウス東京 国土交通大臣（1）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

小石川リアルプランセンター 

E-mail / rpc-koishikawa@rehouse.co.jp

FAX.03(5449)4650
〒１５３-００６２ 東京都目黒区三田１-１３-４ 恵比寿ガーデンプレイス内 

城南リハウス㈱ 東京都知事（７）第４０４４５号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後６時００分〈毎水曜定休〉 

恵比寿リアルプランセンター 

E-mail / rpc-ebisu@rehouse.co.jp

リアルプランセンターのご案内 

FAX.03(5789)4449
〒１５０-００１２ 東京都渋谷区広尾５-４-１２ 大成ビル 

 
国土交通大臣（１１）第７７７号 

（社）不動産協会・不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

麻布リアルプランセンター 

E-mail / azabu@rehouse.co.jp

三井のリアルプランセンターでは、資産価値が高い都心部中心の不動産の売買・有効活用等、 
様々な角度からお客様のニーズに合わせた総合的なプランニングをご提案いたします。 
また、不動産の売却・購入だけでなく、建築・リフォーム・賃貸運営等に至るまで、 
三井グループ各社の情報とノウハウを集結して、お客様のプランを確実にサポートいたします。 
お問い合わせ・ご相談は最寄りのリアルプランセンターへお気軽にお越しください。 

都心部を中心とした 
不動産情報のネットワーク 
「三井のリアルプラン」 

FAX.03(5429)3171
〒１５７-００６６ 東京都世田谷区成城６-１５-１４ 緑蔭館1F 

㈱三井リハウス東京 国土交通大臣（1）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

成城リアルプランセンター 

E-mail / rpc-seijyo@rehouse.co.jp

三井の田園調布リアルプランセンターのご案内 
歴史在る邸宅街『田園調布』を中心に、城南エリアの皆様へ常に新しい情報を発信し続けています。 

私共、田園調布リアルプランセンターは、特に資産価値が高い都内屈指の邸宅街“田園調布”を中心に、 
奥沢・東玉川・尾山台・等々力・雪谷といった城南エリアを代表する住宅街を重点的に営業を行っています。 

豊富なデータの蓄積と独自のノウハウにより、お客様のご要望にかなうプランをご提案いたします。 

田園調布リアルプランセンター 
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田園調布 リアルプラン センター 

至渋谷 至目黒 

至武蔵小杉 至横浜 

ケンタッキー 

郵便局 

●田園調布駅前 

レピドール 

田園調布 リアルプラン センター 
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