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2003年１月１日時点の公示地価が国土交通省より発表されました。

新聞等では「12年連続で下落」のように報道がされました。ちなみに

公示地価は実勢取引価格を色濃く反映したもので、実際の取引におい

て大きな目安とされるものです。 

 
都心回帰現象 
東京都住宅地の対前年変動率は4.1％の下落と、昨年よりも下落幅は縮小

しました。（表１）にみられるように東京都平均は△4.1％ですが、区部都心

部と区部南西部では下落幅が非常に小さくなっています。区部都心部の下

落幅が小さいのはまさに都心回帰現象といえます。 

このイメージからは、地価は今だに下がり続けているかのような印象を受け

ます。しかしながら東京都における地価上昇地点は昨年の6ヶ所から10ヶ

所に増え、渋谷・千代田区で2ヶ所ずつ、大田区では6ヶ所が上昇に転じてい

ます。変動率ゼロの横這い地点は昨年の71ヶ所から99ヶ所に増えました。 

従って都心住宅地の価格は、個々の地域を見なくてはなりません。 

 

モザイク模様の二極化現象 
かつては一律的に上昇傾向を示しましたが、現在のようなデフレ期では

一律下落でなく下落と上昇が混在して二極化する様相を呈しているの

が大きな特徴です。 

全国の地価上昇上位10地点では（表2）のように高級住宅地として有

名な田園調布と神宮前で10地点中の半分の5地点が含まれています。

首都東京の希少な高級住宅地が再評価されてきているようです。 

このエリアは売物も少なく、公示価格以上で取引されているともいわれ

ます。神宮前は外資系エグゼクティブや高額所得者等にとって人気の街

並を持っています。 

都心住宅地の価格には最近微妙な変化が起きています。先般発表になった公示地価をもとに 
この変化をお伝えします。また住宅系賃貸マーケットの最新動向についてもお伝えします。 

都心住宅地の価格と 
住宅系賃貸マーケットの最新動向 
 
都心住宅地の価格動向 

 

（表１）【東京圏の地域別変動率】 

東京都  △ 4.1
東京都区部 △ 1.9
　　区部 都心部 △ 1.1
　　区部 南西部 △ 1.5
　　区部 北東部 △ 3.1

注）区部都心部とは、千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・渋谷区・豊島区の各区、区部南西
部とは、品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区の各区、区部北東部とは、墨田区・江東
区・北区・荒川区・板橋区・足立区・葛飾区・江戸川区の各区をいいます。 

（表2）【全国の地価上昇率上位10地点に占める東京都の地点】 

① 東京都大田区田園調布3‐23‐15 4.1 806,000

② 東京都渋谷区神宮前4‐14‐9 3.1 860,000

⑤ 東京都大田区田園調布2‐24‐21 2.4 522,000

⑥ 東京都渋谷区神宮前5‐34‐3 1.7 815,000

⑦ 東京都大田区田園調布3‐44‐3 1.6 620,000

注１） 地点名の丸付数字は上昇率の順位　注2） 3位は福岡、4位は宮崎、8位～10位は北海道 

地点名 上昇率（％） 価格（円／m2） 住宅地 

区
部 



その他の動向 
賃貸住宅が嫌われてきた理由として入居者の利用に対する各種の制限

があります。しかし最近はペット可のものや遮音効果に配慮した楽器演

奏可のものなど特定の層をねらった賃貸住宅が出現してきています。 

ハード面だけでなくソフト面でも賃貸住宅は多様な選択肢が可能にな

っているのが近年の特徴です。 

良質な賃貸住宅と賃貸志向の増加 
水廻りや収納、空調設備、セキュリティ等でグレードの高いものを備えた

賃貸住宅の供給が急速に増え、団塊ジュニアや中高齢者の需要を吸収

しています。 

良質な賃貸住宅はアパート・マンションに限らず、戸建でも供給がされ

てきています。高齢の夫婦2人世帯となり、これを賃貸に出し、この家賃

収入より安い手頃な賃貸住宅に引っ越し、差額を生活のゆとりに活かす

といった事例も増えてきています。 

需要面でも、将来への不安が増大し、賃貸住宅を志向する人々が増え

ているといわれています。 

このように賃貸住宅はかつてのように住宅取得までの仮の住まいとい

った時代でなく、多様な選択肢の一つとして位置付けられるようになっ

てきています。 

 

優良賃貸住宅制度 
優良な賃貸住宅を促す国の施策として優良賃貸住宅制度というものが

あり、①都心共同住宅②特定優良賃貸住宅③高齢者向け優良賃貸住宅

という3つの方式があります。 

都心共同住宅とは都心部で供給される賃貸アパート・マンションという

共同住宅に適用されます。 

 

高齢者向け優良賃貸住宅 
次の高齢者向け優良賃貸住宅とは平成13年8月に施行された「高齢者

の居住の安定確保に関する法律」に基づくものです。耐火構造又は準

耐火構造で戸数5以上、バリアフリーに対応した設備にすること等の条

件があります。この認定を受けたアパートやマンションは都道府県に登

録され一般の閲覧に供されるためテナント付けが楽になるメリットがあ

ります。急速に高齢化社会が到来する日本においては注目される市場

です。 

統計的にも高齢者の貯蓄残高は高く、高齢者は家賃負担能力が低いと

いう過去の常識は通用しなくなっているだけに、この面からもこの市場

が今後拡大することが期待されています。 

 

家賃の地域別動向 
（表6）は都内主要区のマンション家賃を一坪当たりで見たものです。

各区ごとに3DK～3LDKの間取りのものを10件ずつ抽出し分析をし

たものです。  

公示地価同様、ここでも千代田区が高い水準を示しています。平均です

ので地域や建物のグレード・管理形態により差は出ますが、大まかな傾

向は知ることができます。 

なお超高級マンションの一部ではホテルサービス機能を持ったもので

一坪当たり賃料が2万円～2.5万円クラスのものも供給されています。 

家賃相場と地価動向のちがい 
家賃もデフレの影響を受けるのは当然です。東京圏では平成４年に家賃

がピークになり、その後下落傾向を示し始めました。 

それでは家賃も先の公示地価同様今だに下落しているかというと、面白

い現象ですがそうとはなっていません。 

東京圏におけるアパート・マンションの家賃は平成13年後半からは緩やか

ながら上昇に転じています（図1）。この原因としてはまず供給面では設備・

仕様に工夫がこらされた賃貸住宅が増加していることがあげられます。 

家賃相場が安定してきたこともあり、立地特性に優れた新築ファミリー

マンション等では利回りが確定的に得られ易くなり、一般個人投資家が

購入するケースも増えてきています。 

（表4）は高級住宅地として定評のある代表的地点の価格を一坪当たり

万円単位で示したものです。 

注目される千代田区と港区 
次に全国の住宅地の高額10地点は全て東京都のもので、東京の中心

ともいえる千代田区と再開発で注目される港区でした。上昇率は横這

いがほとんどですが、これらの地域の戸建やマンションはデフレ傾向化

でも希少価値が高く評価されているようです。（表3） 

リアルプラン・マーケットレポート 

住宅系賃貸マーケットの動向 

 

（表3）【全国の住宅地の高額地価10地点】 

① 東京都千代田区五番町12番6 0.0 2,140
② 東京都港区赤坂1‐14‐11 0.0 1,780
③ 東京都千代田区三番町6番25 0.0 1,650
④ 東京都千代田区一番町16番3 0.6 1,630
⑤ 東京都千代田区九段北2‐3‐25 0.0 1,600
⑥ 東京都千代田区平河町2‐4 0.0 1,450
⑦ 東京都千代田区富士見2‐15‐5 0.7 1,430
⑧ 東京都港区赤坂6‐19‐23 0.0 1,270
⑨ 東京都港区六本木5‐13‐1 0.0 1,240
⑩ 東京都千代田区二番町10番2 0.0 1,220

地点名 上昇率（％） 価格（千円／m2） 

（表4）【都内主要地点の土地価格】 

千代田区 五番町12-6 707
港区 六本木5-13-1 409
 高輪1-9-5 264
 赤坂1-14-11 588
新宿区 大京町6-8 210
渋谷区 大山町34-9 279
文京区 西片1-11-5 254
 小石川2-9-13 224
 本駒込3-39-8 189
品川区 東五反田5-14-21 246
 北品川5-14-10 200

目黒区 八雲4-5-20 208
 祐天寺1-25-4 189
大田区 久が原4-42-4 160
 田園調布4-28-23 195
世田谷区 等々力5-18-13  190
 瀬田4-36-21 180
 代田2-23-15 200
 弦巻5-19-8 168
中野区 新井2-18-6 162
 中央3-5-5 160
杉並区 西荻南4-11-3 159
 高井戸東3-2-8 149

区 地点名 価格／坪・万円 

（図1）【東京圏における賃貸住宅（2DK）の家賃相場】 

（資料）住宅新報社が毎年2月と8月に調査をしているデータを加工修正して作成。 
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（表6）【マンションの平均坪賃料】 

千代田区 13,200 316,800
中央区 10,500 218,700
港区 10,800 196,500
新宿区 10,000 182,500

文京区 10,100 254,400

渋谷区 11,100 216,400

目黒区 11,000 309,400
世田谷区 10,500 234,500
杉並区   8,300 162,000

（資料）インターネットによるデータを分析　100円未満四捨五入で表現。 

区 平均坪賃料（円） 平均グロス賃料（円） 



都心の物件へ買い替えた理由とは 
郊外にお住まいのＭさんの場合 

現金…………………………3億 
自宅土地……………………2億 
（小規模宅地評価減……▲5800万） 
※240㎡×100万／坪×80％＝5800万 

アパート……………………5億 
（貸家建付地評価減）……▲9000万） 
※5億×60％（借地権割合）×30％（借家権割合）＝9000万 

課税財産 
（古建物評価抜） 

現金…………………………2億8400万 
自宅土地……………………2億 
（小規模宅地評価減……▲3000万） 
※200㎡×100万／坪×50％＝3000万 

相続税合計 2億6640万 1億1960万 

控 除 額  

課税財産総額 

▲8000万 ▲7000万 
相続課税対象額 7億7200万 3億8400万 

8億5200万 4億5400万 

相続税総額 奥様……1億4600万　ご子息……6020万　ご子女……6020万 

各自の相続税 奥様……0（配偶者控除利用）　ご子息……6660万　ご子女……6660万 

【1次相続時】 

ご子息……5980万　ご子女……5980万 

ご子息……5980万　ご子女……5980万 

【2次相続】 

1次・2次　相続税　合計　約2億5300万 

人物像 
現在69歳、奥様と生計別のご子息（37歳）、ご子女（34歳） 

資産背景 
現金：3億円 
ご自宅：Ｍ市　土地面積：200坪　路線価格：坪100万 
アパート：詳細右記 

Mさんのプロフィール 

所有物件 
Ｍ市（郊外）土地面積 500坪　路線価格 坪100万　実勢価格 坪130万 
建物　Ｓ造アパート　築30年  賃貸床面積600坪　総戸数40戸 

取得時 
土地3億6000万、建物2億4000万 （借入金3億　30年返済） 

賃料単価5，000円/坪・月　共益費2，000円/戸・月 

アパート詳細 

郊外にお住まいのMさんが、リアルプランセンターへご所有のアパートの件でご相談にいらっしゃいました。 

「実は自宅とは別に所有しているアパートだが、築20年を超え、老朽化とともに空室が目立ちはじめ、賃料も下落傾向になっています。 
また、3年前に建物の減価償却が終わり、所得税が増え、手取りも減少してしまいました。 
ちょうどアパートの借入金がなくなり、今後どうするか考えたいので、アドバイスしていただきたいのですが」 

まず、Mさんがこのままアパートを所有し続けた場合の相続税を検証しましょう。 



資産経営事例研究 

課税財産総額  6億9360万 

◎現金…………………………3億 
◎自宅土地……………………2億 
◎都心一棟マンション土地……1億8000万 
（貸家建付地評価減……▲3780万） 
※1億8000万×70％（借地権割合）×30％（借家権割合）＝3780万 

（小規模宅地評価減……▲7110万） 
※（1億8000万－3780万）×200m2/200m2×50%＝7110万 

◎都心一棟マンション建物……1億7500万 
※2億5000万×70％（相続税評価概算換算率）＝1億7500万 

（貸家評価減……▲5250万） 
※1億7500万×30％（借家権割合）＝5250万 

 
 
 

課税財産 
（古建物評価抜） 

 ▲8000万 

相続税合計 1億9512万 

控除額 

 6億1360万 相続課税対象額 
奥様……1億640万　ご子息……4436万　ご子女……4436万 相続税総額 

各自の相続税 奥様……0（配偶者控除利用）　ご子息……4878万　ご子女……4878万 

【1次相続時】 

売却経費 ▲2275万（売却価格の3.5％相当） 

更地売却価格 6億5000万 

償却後取得価格 ▲4億553万 

2億2172万 

▲100万 
2億2072万 

譲渡所得 

特別控除  
譲渡課税対象額 

▲5738万（26％譲渡税率） 

約5億7000万 

譲渡税 

手取り金額 

アパート売却時 

取得物件 
S区（都心）土地面積 60坪　路線価格 坪300万　実勢価格 坪500万 
建物　RC造一棟マンション  賃貸床面積200坪　総戸数10戸 

取得時 
土地3億、建物2億5000万 （全額買替充当金） 

賃料単価15，000円/坪・月 

買替物件詳細 

1次・2次　相続税、譲渡税　合計　約2億2000万 
（現状と比較した場合の税流出約13％減） 

Mさんがアパートを売却し、都心一棟マンションへ買い替えた場合の相続税・譲渡税を検証しましょう。 

■Mさんは税流出を防ぎながら、良質の資産へと移行できました。 
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年齢 

アパート賃借人退去後売却した場合の譲渡税の試算 

リアルプランからのご提案内容 

単位 
（千円） 

それぞれのケースでのキャッシュフロー比較 

※3－4Pに関する詳しい計算や条件、またご自身のケースをお知りになりたい方は、同封の返信ハガキにて必要事項明記の上、ポストにご投函下さい。 

買い替えても、現在のM市のアパートとほぼ同等の 
キャッシュフローが得られることが分かる 

「Ｍさんの現状から判断しますと、やはり将来の相続まで視野に入れた場合、不動産の形で、資産をお持ちにな
られた方が、相続評価減のメリットを生かせるので、おすすめです。」 
「そうすると、このまま保有するか、建て替えるかですね。ただ建て替えるには、建築資金も必要ですね。不動産
が評価減のメリットがあるのはわかりますが、価格下落、賃料下落のリスクもないとは言えないし。まいったな。」 

「思いきって、アパートを処分されて、売却代金を資金に都心の収益不動産を取得されては。その理由ですが、賃料下落リスクは都心も
郊外部と同じかもしれませんが、平成15年3月に発表された「地価公示価格」を見ても、都心部（港区・渋谷区周辺）には地価下げ止ま
りの傾向が見受けられ、不動産価格下落リスクは郊外に比べ、かなり少ないでしょう。また売却の手取り範囲内で物件が購入できれば、
新たな追加資金の捻出も避けられます。 
また、買い替える収益物件については、オフィスビル等ではなく、マンションをおすすめいたします。理由としては、汐留・六本木といっ
た新築大型ビルの供給ラッシュ「2003年問題」によるオフィスビル競争の激化に比べ、マンションのニーズは、都心回帰や、職住接近の
ライフスタイルの広がりにより、底堅いと言えるからです。」 

  3億1680万 

◎現金…………………………1億4680万 
◎自宅土地……………………2億 
（小規模宅地評価減……▲3000万） 

 ▲7000万 

 6472万 

 2億4680万 
ご子息……3236万　ご子女……3236万 

ご子息……3236万　ご子女……3236万 

【2次相続】 
※１次相続時：奥様が自宅と一部現金相続 

参考 



投資戦略は、まず投資環境の 
現状認識から 
 不動産は魅力的な投資先です。マクロを認識し、将来の変化を捉え、ミクロの戦略を立てることが不動産投資に欠かせません。今回は、地価・景気・人口・東京という4つの切り口から、不動産
に係る社会経済の背景を照らし、不動産投資の戦略を探ります。 

地価下落の影響 

社会・経済の背景 

である。安価な商品がグロ－バル化の流れで世界各国から大量に輸入
され、もはや一国の政策では物価はコントロ－ルできなくなってきている。 
アジアからの輸入が急速に増え、全体の50%に届くところまできている。
中国からの輸入が主因で、その額は年間7兆円を超える。これは数字上
ではGDP500兆円の1.4%程度に過ぎないが、チャイナ・インパクトは
この程度の数字で計れるほど軽いものではない。企業がこぞって中国
に生産基盤を移している中、必然的に将来も安価なものが益々増えてく
るのは明らかだ。さらに、国内市場では経済不況で、リストラや減給で消
費マインドが冷え込み、物が売れない。これがデフレの続いている要因
であり、回復はまだ先になりそうだ。 

地価の下落が12年続き、二極化が一層進んで人が集まり、需要のあると
ころは伸び生き残る。建築費も95年を100とすると2000年は95に
なっている。土地の売買・所有・相続に係る税制の小出し政策から脱皮し
なければ、このままずるずると下がるのが予想される。 
賃貸住宅でも、地価下落とデフレを反映して、安価で良品質な新築物件
が供給されている。その影響で、築古の物件は入居者獲得に四苦八苦し、
平成の築浅物件も例外ではなく、ボディブロ－が効いている。都心5区に
あるビルの約50%が築20年を越えると言われ深刻な問題である。 
 
都心5区のマンション利回り6％以上 
しかし反面、地価下落の影響で近年の都内マンションの利回りは、区内で
は平均5%を超え、都心5区（千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区）で
は平均で6%を超えている（図表１）。ディベロッパ－の間では、賃貸住宅
でネット利回り5～6%の収益が上げられるのは都心5区だけでという認
識もある。この地区にはすでに商業・オフィスビルとしての集積があり、
住宅の新規供給も当然に魅力的な地区である。不動産投資では、居住用
賃貸物件も商業ビルもどれだけいい物件を峻別できるかが重要である。 
 
 
 
 
インフレに転換か、それともデフレが続くのか、日々テレビや新聞を賑わ
しているが、日本はすでに半世紀をこえる経済成長を経験した成熟社会 
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図表1　東京マンション新築利回り 

1999 
1～3

1999 
4～6

1999 
7～9

1999 
10～12

2000 
1～3

2000 
4～6

2000 
7～9

2000 
10～12

2001 
1～3

2001 
4～6

2001 
7～9

2001 
10～12

2002 
1～3

2002 
4～8

（年） 
（月） 

23区平均 都下平均 東京都平均 都心5区 編者：不動産鑑定士市場資料研究会 



人口の推移と構成 

世界都市へ－東京の再生と都心回帰 

不動産投資戦略 

都心回帰続く 
都民は1,182万人（2001年現在）おり、96年を底に人口は増加傾向
にある。特に都心3区では5年間で6%の増加をしており、都心回帰が叫
ばれて久しい。2010年をピ－クに徐々に減少していくと言われている
が、今後しばらくは、情報・サービス産業などの都市型企業の増加や地方
からの企業の流入による雇用の増加によって、今後も都心回帰の傾向は
続くと予想される。 
 
高い賃貸志向の首都圏 
国土交通省の「国民の土地に関する意識調査」では、地方では80%の
人が持ち家志向に対し、首都圏では70%を超える人が借地や借家でも
かまわないと考えている。ローンに縛られず、仕事・年齢・収入・趣味等
に応じて住まいを柔軟に変えていく。保有コストの高い首都圏では、こ
のような賃貸志向は今後も高まっていく事は容易に想像できる。 
 
まだ借家率低い東京 
最後に東京の借家率を見てほしい（図表5）。他都市より東京が10ポイ
ントほど低くなっている。東京は住宅密度が低く、住宅の絶対数が少な
いため、借家率が低い。千客万来都市を目指す東京にはもっと借家率が
高くなってもいい。もちろん、物に不自由しない成熟した社会には、それ
に見合った広さや設備、仕様を備えた良質な住宅の供給が必要である。 

心臓が正常に可動しなければ、手足まで新鮮な血を送れない。日本の首
都である東京の再生なくしては地方の発展もない。 
 
住宅環境整備が東京再生の核 
また、東京都はその白書で、住宅環境の整備が東京再生の核となると位
置づけている。その住宅も当然に質の高いものが要求され、住宅に魅力
がない都市は衰退してしまう。 
品川や六本木を代表とする再開発が進んで、ウォ－タ－フロントでは大
規模な再開発事業・土地区画整理事業が計画されている。2003年ビル
問題で騒がれているが、新築ビルの建設ラッシュと既存ビルの淘汰も、
日本の首都である東京が元気を取り戻すため、そして世界から再び目を
向けられる都市になるには必要ともいえる。さらに都心なら5分も歩く
ことなく電車やバスに乗れ、都心でなくてもそうは困らない。道路や鉄
道の交通網の充実は世界に類を見ない。（図表4） 
 

 
住宅の新規需要 
これは不動産にとって住宅の新規需要があると見ていい。新規で住宅
を購入するものの5割弱が30歳代なので、マクロでは近い将来に住宅
取得の需要が出てきて、その他の車や電化製品の購入などの波及が見
込まれ、企業が活気づき収入が増え、一時的にせよ経済がよい方向（イ
ンフレ）へ進むことが考えられる。 
また、昨今の賃貸住宅の需要も堅調に推移していて、この傾向は近い将
来までしばらく続くと予想する。近隣の物件との競合の中で、差別化さ
れた居住空間を提供できるかがカギである。 

 
インフレ期待の投資は危険 
インフレを期待して不動産投資をすれば、途中で挫折してしまう可能性
が高く、デフレ（家賃の下落・物件価値の下落）がかなりの期間（5～10年）
進行するという仮定で不動産投資の戦略を練る必要がある。事実、リク
ルートの調べでは、94年をピークにデフレと景気低迷を反映して、首都
圏のマンションの賃料が約10%低下している（図表2）。 
 
 
 
 
人口の推移と構成を見てみよう。 
図表3を見てほしい。2000年の人口推計で、0歳が約120万人に対し
て、第二次ベビ－ブ－ム（27-30歳）の頂点が約200万人となっている。
この差で需要が40%減ってしまうことになる。この第二次ベビ－ブ－マ
－達が今30-33歳、その前後を入れると500万人程度とかなりの人口
ボリュ－ムがある。 
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図表2　首都圏マンション坪当たり賃料の動向 

（リクルート：賃貸住宅情報から　農中総研作成） 
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図表3　我が国の人口ピラミッド（平成12年10月1日現在） 
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図表4　世界主要都市の交通環境 

図表5　借家率の国際比較 
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不動産賃貸は不動産投資の中心に位置付けられています。 
不動産賃貸に乗り出すには専門家でなければならないかと言うとそうとは言えません。 
そこで本号ではこの基本的な考え方について説明したいと思います。 

不動産賃貸の対象 

立地特性の把握 事業計画 

アパートマンションには慎重な市場調査を 
アパートとマンションは双方とも住宅用途ですが、マンションは地域的な
拡がりがアパートよりは狭く、かつ投下費用がアパートより大きく投下費
用の回収にはより長期間を要するため賃料の設定等の市場調査にはよ
り慎重さが求められます。住宅用のスペースを単に提供するという考え
では成功しにくくなっており、その地域特性に応じた建物や設備の仕様
を決定することに大きな努力が払われているのが近年の特徴です。 
 
オフィス市場は厳しい 
オフィスは個人の方が手掛けるには、一般論として現状では供給過剰で
リスクが大きいのではないでしょうか。事業計画においては専門家の手
を借りることが安全でしょう。 
 
 
 
 
事業計画は基本計画と収支計画から構成されます。 
基本計画とは事業手法・資金計画等事業の大きなスキームを作成する
ものです。 
収支計画は収入と支出の諸条件を市場調査の結果を反映させながら
具体的に洗い出し、その事業が損益面と資金面の2つから安全・確実に
成立するかどうかをシミュレーションするものです。 
損益面とは考え方としては税務申告を念頭に置いて収支を計算するこ
とで、資金面とは損益面では考慮した減価償却費、青色申告控除等の実
際には現金が動かない項目を控除してキャッシュフローベースで収支 

不動産賃貸の対象はいくつかあります。代表的なのは①アパート②マン
ション③駐車場④オフィスの4つです。これ以外には店舗や倉庫といっ
たやや特殊なものもあります。 
自分で利用可能な土地を持っている場合、一般的にはまず上記のアパ
ート、マンション、オフィス、駐車場のどれが最適かを判断します。 
また利用可能な土地を持っていない場合は土地を購入して建物や駐車
場設備等を建築したり、既に完成している賃貸物件を購入して運用する
ことができます。アパート、マンション、オフィス、駐車場等の売買市場が
それぞれ整備され投資家の選択肢が拡大しているのも近年の特徴です。 
 
 
 
 
賃貸の対象を決めるにはまずその土地の立地に応じた建物の種類を決
め、その事業環境を把握することが必要です。 
 
リスクが低い駐車場 
駐車場は一般的には商業地に適します。投下資本は比較的小さく、事業
リスクは一番低いといえます。需要の見込まれる場合には住宅地でも成
立する可能性があります。将来的にはアパートやマンション経営をしよ
うと思っている人やその土地の売却を考えている人が短期的な利殖目
的で駐車場経営をしている例も多く見受けられます。 
 

不動産賃貸経営のチェックポイント 



運営上の留意点 

不動産賃貸経営が見直されるようになった社会的背景 

賃貸経営 

理由●　超低金利時代に4～6％の利回り 
第1の理由としては超低金利預金による運用で1％以上の利回りを得
ることが非常に難しくなっていることがあります。高齢者マル優制度が
2003年1月から段階的に2005年末で廃止される方向であることも
大きく影響しています。不動産賃貸経営で利回りがどの程度かのデー
タは特にありませんが、経験的には表面利回りでは4％～6％で運用さ
れているものが多いようです。中には7％以上で運用されているもの
もあります。 
 
理由●　老後の生活不安 
第2の理由としては公的年金による老後の生活の不安があります。現行
制度上は、国民年金の加入者で月額約7万円、厚生年金の加入者で月額
約18万円とのデータがあります。夫がサラリーマンで妻が専業主婦のモ
デルでは２人で合計約２４万円とのデータもあります。これでは老後の生
活に不足することは確かであり、なおかつ年金支給額の減額がされる方
向である等不安は大きく、この面からも賃貸経営が注目されてきています。 
 
 
 
 
トラブル回避の対応策 
不動産賃貸は長期間にわたる土地・建物等の所有者とテナントの関係
であり、この両者の関係が順調にいくことが望まれますが、次のようなト
ラブルが発生する可能性があり、これらを考慮しておかねばなりません。 
 
①賃貸物件の維持に係るトラブル…建物の維持・修繕、防災・防犯対策 
②契約違反に係るトラブル…家賃滞納、無断転貸や賃借権譲渡、用法違反 
③共同生活に係るトラブル（特に住居系）…他の入居者とのトラブル 
④家賃改訂に係るトラブル…改訂ルールの明確化 
⑤契約終了・退出に係るトラブル…修繕・原状回復の範囲の明確化、敷
　金返還ルールと貸主の返還原資の確保、契約解除と期間内解約（中
　途解約）の手続と方法の明確化 
 
入居者審査を厳しく 
貸主としてはできるだけ良好な入居者を選定しておくことがトラブルを
回避するために最も力を入れるべきポイントです。これを入居者審査
といいます。 
借主が法人の場合はともかく個人である場合には、面談時の印象や人
柄は分かり易い要素ですが、本人の年収や転居暦・勤務先・家族構成・連
帯保証人等の情報も入手しておくことが望ましいといえます。 
また人の面だけでなく貸主としては漏れのない内容の賃貸借契約書や
管理規約・利用細則等を用意しておくことも大切です。 
 
トラブルの回避と解決には専門家が必要 
トラブルの回避と解決には税務・法律等に詳しい専門家が必要ですが、
これらを貸主が個々に手当てすることは非効率です。専門業者に任せ
る方が賢明です。法律面では民法・借家法・宅地建物取引業法や良質賃
貸住宅供給促進法（定期借家権）等といった多くの法律の解釈とともに、
この解釈にそった実務面での解決ノウハウが必要であり、トラブル解決
の貸主側の代理人的当事者として、専門業者を活用できるメリットが大
きいからです。賃貸住宅の規模に応じて、最適の管理手法を採用し、信
頼のおける業者に任せるといいでしょう。大手と中小のノウハウの格差
は大きいともいわれています。 
 
最適の管理手法を 
上物を建てさえすればどうにかなるという貸し手市場の時代ではあり
ません。借り手のニーズをスタート時点から的確にとらえ、ニーズの変
化に柔軟に対応していくことが不動産賃貸経営成功の秘訣といえます。 
 

 
 
 
賃貸経営は資産運用の柱に 
不動産賃貸経営の留意点をいくつか挙げてきましたが、不動産賃貸経
営はリスクが極端に大きいとは考えないで下さい。リスクを合理的に計
算しさえすればリスクを極小化でき、不動産賃貸経営には大きな魅力が
潜んでるのです。金融・証券市場で個人投資家の存在感が薄まる中、不
動産賃貸経営は近年資産運用の柱として見直されるようになっています。 
 

がどうなるのかを見るものです。「勘定合って銭足らず」とならないよ
うにするためにも資金計算は手堅く計算をします。 
 
賃料計算を慎重に 
賃料は昨今のデフレ傾向を考慮すると慎重に計算することが必要です。
敷金・保証金は事業化スタート後の事業主の資金繰りを楽にする要素
ですが、昨今の傾向としてこの額が低下してきており、シミュレーション
では慎重に取り扱うことが必要です。 
また損益計算と資金計算の双方において入居率をどう見るかも重要で
す。かつては入居率は、100％に近い数字で見ることが一般的でしたが、
厳しい経済情勢からは、やや慎重にしておく方が堅実かもしれません。
ともかくも入居率は建物の仕様・グレードや地域による差が大きく、基
本計画において慎重にスタディすることが大切です。 
基本計画と収支計画の作成には専門的知識とシミュレーションのため
のコンピュータソフト利用が求められるため、事業主はハウスメーカー
やディベロッパー等の専門会社の力を借りることも必要です。 
 
自己資金比率 
自己資金は、金利のかからない、かつ返済の必要のない資金であり、資
金調達の中で、この自己資金の占める比率（自己資金比率）が高ければ
高いほど、資金繰りは楽になり、余裕のある事業経営を行なうことがで
きます。賃貸事業では土地・建物を担保とした資金借入が比較的容易
なこと、借入金の利子が税務上経費とされることなどにより、多くの場合、
自己資金比率は30％前後に設定されています。 
 
賃貸事業の事業収支計画の基本的な仕組み 

事業環境 

事業基本計画 

事業収支計画 

事業収益の判断 

実行 

◎事業目的　◎敷地条件、立地条件　◎税制・法規則 

◎社会経済動向　◎市場動向など 

◎ボリュームスタディ　◎用途選択　◎立地調査・市場調査　◎事業手法、

主体　◎コストスタディ　◎資金計画　◎税務計画　◎運営計画など 

設定条件（入力条件） 
◎初期投資の設定　◎資金調達の設定　◎収入項目の設定　
◎支出項目の設定 

長期事業収支計算（出力） 

◎長期の損益計算　◎長期の資金計算 

YES

NoNo

2

1



3月28日、平成15年度税制改正の関連法が国会を通過しました。前回は相続時精算課税制度
を中心に説明いたしましたが、今回はその中でも実際に皆様が相続贈与する上で大きなポイ
ントとなる住宅取得資金贈与の特例を中心に解説しようと思います。 

Seminar
税務セミナー 

新しい住宅取得資金贈与の特例とは？ 
従来は、贈与税の年110万円基礎控除の特例として、その5年

分を前取りするという、住宅取得資金贈与の特例（以下「550

万住宅資金贈与」）がございましたが、経済波及効果の大きな

住宅取得・投資には一層の拡充が要望されていました。そこで

今回の税制改正での「2500万相続時精算課税制度」の措置

として、住宅取得資金贈与の特例（以下「3500万住宅資金贈

与」）が創設されました。 

質　問 

1

原則 原則 

2500万精算課税贈与 

遺産に加算しない 遺産に加算しない 
遺産に加算する 
 相続税から贈与税を控除し 
 納税又は還付 

ー（制限なし） 

 

ー（制限なし） 

 

ー（制限なし） 

 

ー（制限なし） 

 

20才以上の「子」 

 

 

 

 

20才以上の「子」 

 

 

 

 

［（1年間の受贈財産合計） 
ー（年110万円）］ 
×贈与税率（10～50％） 
 

［（各親からの受贈財産累計） 
ー（各累計2500万円）］ 
×贈与税率（20％） 
 

（ ） 

550万住宅取得資金贈与 110万円基礎控除 

従来からの贈与税課税 新設された相続時精算課税 

3500万住宅取得資金贈与 

適用時期 

贈 与 者  

 

性　　格 

 

 

比 較  
 
 

贈与財産 

贈 与 税  

相 続 時  

特例 

S59.1/1～H17.12/31の贈与 

父・母・祖父・祖母 

［（各親からの受贈財産累計） 
ー（各累計3500万円）］ 
×税率（20％） 
 

次の子（孫） 
◎贈与の年の合計所得金額1200万円以下 
◎過去にこの特例を受けていないこと 
◎過去5年間本人又は配偶者の居住用財産
　の所有がないこと（ただし、売却の特例あり） 

「金銭」で次の対価に充当 
◎本人居住用の一定の家屋の対価及び 
　その敷地の対価 
◎本人居住用家屋の一定の増改築 
　（1000万円以上）の対価 

110万円基礎控除5年分の前
取り（1500万円まで税額軽減） 

「金銭」で次の対価に充当 
◎本人居住用の一定の家屋の対価及び 
　その敷地の対価 
◎本人居住用家屋の一定の増改築 
　（100万円以上）の対価 

遺産に加算する 
 相続税から贈与税を控除し 
 納税又は還付 （ ） 

住宅資金贈与、比較一覧 

相続税・贈与税大幅改正により拡がった― 

住宅取得資金贈与の特例を上手に利用 

ー（制限なし） 

 

ー（制限なし） 

 

受 贈 者  

65才以上の「親」 

 

 

 

 

特例 

H15.1/1～H17.12/31の贈与 

父・母（年齢制限なし） 

 



税務セミナー 

質　問 

2

最後の質問．この新制度によって相続税の負担が軽減されるのでしょうか？ まとめ 

3500万住宅資金贈与の場合、贈
与者の年齢制限はないとの事で
すが、その後の贈与についても
年齢制限はないのですか？ 
3500万住宅資金贈与を受ける方もしくは受けた方は、

その贈与年以降、贈与者の年齢制限（65才以上）がな

くなり、住宅等以外のものについても2500万精算課

税贈与を受けることができます。 

その結果、右図のようなことが可能になります。 
したがって、贈与を受ける方が住宅を新規に購入する場
合のみならず、増改築・リフォーム等を行うことで早期に
この新制度を適用した資産の移転が可能になります。 
ただし、リフォーム費用等で住宅資金贈与として認めら
れるには、一定の要件を満たす必要があります。 

質　問 

5

この「新制度」を適用する際、他
に留意すべき点は何ですか？ 
まず、お気をつけいただきたいのは、この「新制度」をい

ったん選択いたしますと、贈与者（例えば「父」）からの

贈与については、一生「新制度」が適用され、その後の

撤回は不可能となります。 

ただし、その贈与者以外の贈与者（例えば「母」）からの

贈与については別途新旧の制度を選択・適用できます

ので、いろいろな選択パターンが考えられます。 

右にいくつかの例を挙げておきます。 

質　問 

4
父（65才以上） 母（65才未満） 

長　男 

二　男 

2500万精算課税贈与 

3500万住宅資金贈与 

 

3500万住宅資金贈与 

3500万住宅資金贈与 

【ケース1】 

父（65才以上） 母（65才未満） 

長　男 

二　男 

2500万精算課税贈与 

550万住宅資金贈与 

 

3500万住宅資金贈与 

3500万住宅資金贈与 

【ケース2】 

この2つの特例を同時に適用は可能ですか？ 
残念ですができません。平成15年1月1日以降に550万住宅資金贈与を受けた方は、5年間相続時精算制度（3500万住宅資金贈与

を含む：以下「新制度」）の適用を受けられなくなります。ただし、平成14年12月31日以前に550万住宅資金贈与を受けていた方は

相続時精算課税制度（3500万住宅資金贈与を含む）を選択・適用できます。 

質　問 

3

H15 H16

贈与財産 
非課税枠 
 

課税対象 

「3500万住宅資金贈与」 

100万（住宅資金） 
△1000万（特別枠） 

 

0万 
 

0万 
 

非課税枠 
（特別枠） 
あまり900万 

「2500万精算課税贈与」 

2500万（その他資産） 
△2500万（通常枠） 

 

【ケース1】リフォーム後、株などの贈与 

H15（同一年中） H16以降 

贈与財産 
非課税枠 
 

課税対象 

「2500万精算課税贈与」 

2500万（更地資金） 
△2500万（通常枠） 

 

0万 
 

0万 
 

非課税枠 
あまり0万 

「3500万住宅資金贈与」 

1000万（住宅資金） 
△1000万（特別枠） 

 

【ケース2】更地購入後、注文住宅を建築 

一概に結論を出すことは出来ません。 
この制度は相続贈与を通じた一体的な課税を行うということで

あり、節税対策に直結するというものではないからです。 

慎重な検討と判断を 
確かに、アパートやワンルームマンション等の収益物件のように、

将来にわたり利益を生み出すものや、将来値上りしそうなもの

については、この制度の適用で税効果を得られる場合もありま

すが、何より当事者の個々のご事情によって大きく変わってしま

いますので、慎重な検討と判断を要します。 

場合によっては、１１０万円の基礎控除や５５０万円住宅資金贈与

を利用した方が良い結果を生むこともあるでしょう。 

節税対策より「成果」を考えて 
ですから、この制度は節税対策というよりも、利用することによ

って、どのような「成果」を生み出せるか、という事にポイントが

あるので、その「成果」を意識することが当事者にとって非常

に重要なのではないでしょうか。 

3500万住宅資金贈与の選択の例 

板倉和明税理士事務所　税理士　板倉和明 



素人が取引するのは危ない？ 
競売物件購入についてのQ＆A 

  

 今回は，競売に関するご質問がいくつか寄せられていますので， 
これにQ&A方式でお答えすることにします。 

競売手続で不動産を取得することを考えて

いるのですが、競売に出ている不動産の情

報を入手するにはどのようにしたらよいのでしょうか？ 

 

詳しい情報は裁判所で誰でも簡単に入手で

きます。 

裁判所は、競売物件の買受希望者に対し、広く競売物件の情報を提

供するために、各種媒体を利用して競売物件の広告をしています。

例えば、東京地方裁判所では、新聞や住宅情報誌をはじめ、ＦＡＸ情

報サービスやインターネットなどでも競売物件の情報を提供してい

ます。但し、これらの媒体による物件状況の提供は、いずれも概要の

みであり、詳細については、裁判所において「物件明細書」「現況調

査報告書」及び「評価書」のいわゆる3点セットと呼ばれる書類の写

しが入札期間開始日の2週間前から物件明細書閲覧室に備え置かれ

るため、閲覧については誰でも無料で、謄写を希望する場合は有料で、

これらの書類を閲覧・謄写することができます。 

裁判所で閲覧できる書類は、素人の私が読

んでもすぐに理解できるようなものなのでしょうか？ 

 

簡単には理解できない。専門家のアドバイス

が必要。 

なかなかお答えしにくい質問ですが、一般論で申し上げると、不動産 

Q2

A2

Q1

A1



法務レクチャー 

の取引を経験したことが全くなく、また、民法等不動産の取引に関連

する法律の基礎的な知識がない方が上記の3点セットと呼ばれる書

類を一読しても、簡単に理解することはできないと思われます。気に

入った物件があれば、その書類を謄写した上で、専門家のアドバイス

を受けた方が安全だと思います。 

 

競売物件は安いけれども、素人が取引をする

のは危ないということを聞いたことがありますが、

実際にそうなのでしょうか？ 

 

金銭的には得だが、いろいろな不測のリスクが

伴うおそれがあります。 

お得な最低競売価額システム 

競売に際しては、最低競売価額といって当該競売物件を競売するに

当たってその価額以上でなければ、当該競売物件を売却することが

できない最低限度の価額が決められますが、この金額は、市場価格

から一定割合を減額した額とされるのが一般ですから、競売最低価

額に近い金額で競売物件を買い受けることができれば、確かに金額

的にはお得であることは間違いありません。 

権利関係には慎重な評価が必要 

しかし、その反面、市場で物件を購入する場合と異なり、売主は不動

産業者ではありませんし、また仲介業者がいるわけでもありません

ので、当該競売物件についての情報は、3点セットを検討して自ら入

手しなければなりません。そのため、競売物件の権利関係について

の評価を誤ると、例えば、競売物件を購入して自ら居住しようと思っ

ていたのに、当該競売物件には買受人に対抗できる賃借人が居住し

ていたというケースも考えられます。この問題は、競売物件の買受

人と賃借人の優劣についての法的評価が正しくできなければ、適正

な判断はできません。 

物件明渡しのトラブル回避 

更に、競売物件の現況調査が行われた時点と競売物件の買受時点で

は、当該競売物件の占有状況が異なっている場合も決して少なくなく、

法律上は、競売物件の買受人が競売物件の占有者に対して当該競売

物件の明渡しを求めることができるとしても、当該占有者が買受人

の要請に従い、当該競売物件を任意に明け渡してくれないケースは

決して少なくありませんので、当該占有者に対してどのような方法で

競売物件の明渡しを求めることができるのかについての判断が必

要であったり、法的手続によって当該占有者から競売物件の明渡し

を受けるに至るまでに時間と費用がかかったりして、結局のところ、

比較的安価であるという競売物件のメリットが吹き飛んでしまうとい

うことも決して珍しくはありません。 

損害賠償や瑕疵修補の請求ができない 

更に注意しなければならないのは、市場での売買契約であれば、雨

漏り等物件に瑕疵がある場合には、特段の定めがない限り、買主は売

主に対し、損害賠償請求を行うことが可能ですが（契約内容によって

は、損害賠償に代わる瑕疵修補、つまり、雨漏りの修理を求めること

ができる場合もあります）、競売手続の場合は、損害賠償や瑕疵修補

を求める相手方が存

在しませんので、競売

物件の買受人は何ら

の救済も受けられま

せん。 

このようなことを総合

すれば、素人が競売物

件を購入するのは危

ないというのは強ち誤

りではないということ

になります。 

 

素人が安全に競売物件を買い受ける方法は

ありませんか？ 

 

専門家に十分な相談をし、考えられるリスク

を的確に分析した上で、決断を。 

これは大変難しい質問です。確かに、競売物件の権利関係については、

3点セットについての検討を専門家に依頼することによって、リスク

を最大限に回避することは可能です。しかし、市場における取引と異

なり、競売物件の買受前に当該競売物件を内見することが事実上困

難であるため、3点セットに記載がない不法占有者がいるケースや、

全く想定もしていなかった建物の瑕疵があるケース（雨漏り、シロア

リの害、場合によっては地盤沈下など）については、リスクを回避す

ることは困難であると言わざるを得ません。 

競売物件の最低売却価額が市場価格よりも安価なのは紛れもない

事実ですから、本当に気に入った競売物件があり、当該競売物件に関

する情報を検討してくれる専門家のアドバイスを受けることができ

るならば、市場価格よりも安く競売物件を取得することができる可能

性はあります。しかし、不法占有者の明渡しに多大な費用と時間がか

かるというケースもあるのが現実です。リスク分析をどのように行う

かはそれぞれのご判断ですが、具体的に競売物件の買受を行おうと

する場合は、専門家に十分に相談をして、考えられるリスクを的確に

分析した上で、決断されるようにして下さい。 

シティユーワ法律事務所　弁護士　井手慶祐 

 

Q3

Q4

A3

A4



カラーパワーを活かす 
住まいのカラーコーディネート 

好きな色、個性を活かした色 
着る物を選ぶときに、その人に似合う色を選ぶのはもちろんのこと、

インテリアやファブリックを選ぶときも、住む人の似合う色、元気にみ

せてくれる色を選ぶことは大切なことです。色によって不健康で暗

いイメージとなったり、生活の活力も奪われてしまうことがあります。

楽しい空間、元気のでるような色彩設計をしてみましょう。 

ウオーム＆クール 
1000万色といわれている膨大な色は大きく分けてウオーム（黄味を

含んだ暖かみを感じる色）、クール（青味を含んだ冷たさを感じる色）

といわれる二つの色群に分けられます。赤一つをとってもトマトの様

に黄味を含んだ暖かみを感じるウオーム系の色、ワインのように青味

を含んだ冷たさを感

じるクール系の色が

あります。肌の色、瞳

の色、髪の色にもウ

オーム、クールがあり

ますが、同じウオーム

同士、クール同士の

配色が心地よさの表

現への第一歩です。 

基調になる色を決める 
表現しようとするイメージを想像します。たくさ

んの色が印刷されているカラーチャート、調

和する配色が選別印刷されているカラーツ

ール（「配色の手」）などがあれば便利ですが、

その中の色で想像してみます。（右写真）ベー

スとなる大きな面積を占める基調色は、自然環境とも調和する「地

球色」（ブラウン系やグレー系など土、砂、岩の色）をベースに考えま

す。自然や四季の美しさなど多色の躍動感を織り込んだ日本独自

の住空間を表現したいものです。簡単にとりかえられない床、壁、天

井には、飽きのこない色を使いましょう。これらに中彩度の色彩を30

％位加えると動きのあるコーディネートが生まれます。色彩を思いっ

きり使うには、同じベージュ系やグレー系でも必ず使用した色の入っ

たベージュや、グレーを使うのがコツです。 

床から始まるカラーコーディネート 
床材の色をベースに壁、天井の色を配し、次に家具やファブリックの

色、最後にクッションなどの小物、絵や花の色をアクセントカラーとし

て組み立てましょう。同じ床材の色でも配色のバリエーションにより

異なったイメージを演出できます。重心は、下にもってくる。つまり、床

の色より天井や壁の色は、薄めの色を選ぶことが大切です。「落ち

着ける」住まいには、安定感のあるインテリアが大切です。 

赤いネットに入ったみかんは、その

ままのみかんよりも赤みがかって数

段おいしそうに見えます。このよう

に色がまわりにある色に近づくこと

を同化現象といいます。枝豆のグ

リーンのネットも枝豆の緑をより鮮

やかに見せます。しいたけの白い

ネットもカサの白い部分をより引き

立たせるためです。 

みずみずしい笹の葉に盛られた

赤身のまぐろも食欲をそそります。

これは、まくろは、さらに赤く、笹はさ

らに緑に見えてお互いを強調しあ

うからです。この効果を対比現象

といいます。グリーンサラダのプチ

トマトやパセリは補色対比の効果

でより鮮やかにフレッシュに見えます。 

白いごはんと黒いのりは、お互いに

白と黒をひきたたせている明度対

比のひとつです。このように、明度

のちがった2色を比べることによって、

明るい色は、さらに明るく、暗い色は、

さらに暗く見える効果を明度対比

といいます。黒人の歯が白く見え、

舞妓さんの歯が黄ばんで見える

のも明度対比です。 

同 化 現 象 対 比 現 象 明 度 対 比 

色のマメ知識 

住まいのカラー講座● 1

監修 
（株）カラー集団「トータリア」 
代表取締役 

門田真乍子 

「心地よい」と感じられる住まいにしたいものですね。 
「色」を活かすことは、人に想像以上の 
パワーと心理的影響を与えます。 
配色の工夫で快適空間を実現しましょう。 

快適配色術 



今回よりオーナープランのシステムについて、シリーズでご紹介していきます。 

居住用賃貸不動産のオーナーとなり、運用していくには様々な疑問や不安がつきまといます。 
購入するときの判断はどうすればよいのか？購入後には安定した収入を得られるのか？ 

賃借人との交渉は面倒ではないのか？将来売却する際、どのような方法があるのか？…etc。  
居住用賃貸不動産の購入からその後の運用・管理サポート、そして売却まで…。 

トータルにサポートするサービス、それが[オーナープラン]です。 

[オーナープラン]サポートの流れ 

居住用賃貸不動産の 
ご購入を検討されているお客様 

お問い合わせ 
最寄りのリアルプランセンターへご連絡（※） 

居住用賃貸不動産の 
ご売却を検討されているお客様 

営業活動 
開始 

媒介契約締結 
販売活動開始 

◎賃貸セクションによる 
　賃料水準の検証　 
◎売買査定の実施　 
◎売出価格のご提案 

物件調査 
査定価格のご提案 

検討物件 

ご契約 

物件引渡し 

運営管理のサポート 

◎事業収支作成 
◎賃貸運営管理のご提案 
◎建物維持管理のご提案 
◎保険付保のご提案 
◎リフォーム計画のご提案 

賃貸経営スタート 

システムガイド● 

三井不動産販売 
ネットワークからの 

新提案 

1

オーナープランとは… 

●オーナープラン仕様物件紹介 
●新聞折込物件広告 
●ダイレクトメール 
●ホームページ掲載　等 

居住用賃貸不動産売買のサポートシステム 

●最寄りのリアルプランセンターへお電話・ファックス・Eメールにてお問い合わせください。または、直接お越しください。  
●リアルプランのホームページからもアクセス可能です。　http://www.31realplan.com  
 

※[オーナープラン]への 
　お問い合わせは 
 



リアルプランセンターのご案内 
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を中心とした不動産の売買・
有効活用等、様 な々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下さい。 

汐留リアルプランセンターが新規オープン。 

エントランスと受付 

接客フロア 

汐留リアルプランセンターは汐留シティセンターB棟2階です。 

URL.http://www.31realplan.com

お越しになる際は、ご案内図のようにJR・都営
浅草線「新橋」駅またはゆりかもめ・都営大江
戸線「汐留」駅をご利用いただくのが便利です。 
◎営業時間：午前9時00分～午後9時00分 
　（第一水曜定休） 

都心部を中心とした 

不動産ネットワーク 

「三井のリアルプラン」 

 


