
都心部における不動産の売却・購入や活用をお考えの皆さまに、安心と信頼のコンサルティングでお応えします。 

不動産に、知性を。 

資産活用 
土地や資産の有効な活用・運用について税理士を
はじめ各分野のエキスパートとともにお客様の 
ご要望に沿ったプランをご提案します。 

 

資産の有効活用と 
実行力のある相続・税務対策 

 

不動産投資 
 

グループをはじめリアルプランの豊富なチャネルで
物件取得後の煩雑な管理・運営まで 

サポートします。 
 

投資資産の情報提供から 
選定・取得に際しての分析・提案 

 

情報発信 
◆リアルプランホームページwww. 31 realplan.com
◆不動産情報誌「リアルプランニュース」無料提供 

◆不動産セミナー・個別相談会の実施 

不動産情勢の変化を捉え、 
タイムリーな情報提供 

 

購 入  
都心部の居住用・投資用・事業用不動産について

ネットワークによる豊富な物件情報を 
ご提供いたします。 

 

居住用から事業用まで 
豊富な物件情報をご提供 

 

売 却  
豊富なエリアデータと最新のマーケット情報をもとに
売却プランをご提案。効果的な広告とネットワーク 

を活かし、スピーディに対応します。 
 

資産を的確に評価、 
目的に合わせたご提案 

 

私たち「三井のリアルプラン」は、 
不動産資産形成のパーソナル・アドバイザーです。 

 

総合デベロッパー  

三井不動産 
新規分譲マンション・戸建の情報提供 居住系賃貸事業の運営・管理サポート 

三井不動産住宅リース 

戸建住宅･アパート建築の提案 

三井ホーム 
ライフプランに合わせたリフォーム提案 

三井ホームリモデリング 
スムーズな売却のためのリフォーム提案 

リハウスリモデリング 

安心な中古住宅取引のための建物調査 

リスペクト 
引越しやご入居時手配のバックアップ 

みらいふ 

快適居住空間のためのインテリアコーディネイト 

三井デザインテック 

駐車場経営による資産活用の提案 

リパーク 
豊かな高齢期の暮らしのご提案 

ケアデザイン 

全国232店のネットワーク情報の提供 

三井のリハウス 住宅営業本部　 
受託営業本部 三井不動産販売 

様々なサービスを提供する、三井のリアルプランネットワーク。 

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

代々木上原リアルプランセンター 
〒151-0064　東京都渋谷区上原3-43-1 代々木上原ペアシティー・アネックス1F 

03(5454)3131
FAX.03(5478)7022

　午前9時30分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

　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 

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

青山リアルプランセンター 
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-1-4 青山フラワービル2F 

03(3409)6131
FAX.03(5466)7265

　国土交通大臣（11）第777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 
　（毎水曜定休） 

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

目黒リアルプランセンター 
〒153-0064　東京都目黒区下目黒1-3-27 アセンド目黒6F 

03(3490)4134
FAX.03(5496)5618

　東京都知事（8）第40445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00分～午後6時00分 
　（毎水曜定休） 

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

田園調布リアルプランセンター 
〒145-0071　東京都大田区田園調布3 -1 - 1  

03(3722)1531
FAX.03(3722)4850

　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10時00分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

リアルプラン賃貸デスク 
〒112-0002　東京都文京区小石川5-1-1パーク･ノヴァ小石川1F 

03(3815)4351
FAX.03(3815)4352

　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10時00分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

E-mail  azabu@rehouse.co.jp

麻布リアルプランセンター 
〒150-0012　東京都渋谷区広尾5-4-12 大成ビル 

03(5789)3131
FAX.03(5789)4449

　国土交通大臣（11）第777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） 

E-mail  rpc-ginza-shiodome@rehouse.co.jp

銀座・汐留リアルプランセンター 
〒105-7190　東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンターB204 

03(3575)1133
FAX.03(3575)1122

　国土交通大臣（11）第777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00分～午後9時00分 
　（第一・第三 水曜定休） 

E-mail  rpc-meguro2@rehouse.co.jp

目黒リアルプランセンター第２営業グループ
〒153-0064　東京都目黒区下目黒1-3-27 アセンド目黒8F 

03(3490)2310
FAX.03(5437)7387

　東京都知事（8）第40445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00分～午後6時00分 
　（毎水曜定休） 

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

恵比寿リアルプランセンター 
〒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

03(5449)4320
FAX.03(5449)4650

　東京都知事（8）第40445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00分～午後6時00分 
　（毎水曜定休） 

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

成城リアルプランセンター 
〒157-0066　東京都世田谷区成城6-15-14緑蔭館1F 

03(5429)3170
FAX.03(5429)3171

　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10時00分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

不動産に、知性を。 
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■都心賃貸市場動向を見極める。 
    ～賃料で資産価値が決まる～ 

●税務セミナー 

投資用不動産は個人所有か法人所有か？ 

●住まいのカラー講座 

「インテリアに活かす色彩心理」 

 

 

●ブランドエリア紹介シリーズ ① 
「青山・表参道」 
 ＴＯＫＹＯ発のファッション情報は、ここから。 
地価上昇率が都心NO.1のエリアです。 

■別冊「都心部不動産物件情報」 

 

●資産形成事例研究 

悩める資産を生きた資産に！ 
 



青山。その地名は、徳川家康の重臣青山忠成の下屋敷であったことに

由来しています。家康に、馬が一気に走りきったところを自分の屋敷地にし

てもよいと申し渡され、馬が疲れ果ててしまうまで走り回って現在の青山地

区一帯を手に入れたと伝えられています。 

青山は、名前の通り緑に恵まれたエリア。明治神宮、青山墓地、そして、すこし足をのばすと代々木公園があります。また、青山通りのイチョウ並木も

有名。表参道にはケヤキ並木があり、約1kmにわたって１６３本のケヤキが四季折々私たちの目を楽しませてくれます。このエリアには、伊東豊雄氏、

青木淳氏、隈研吾氏、黒川記章氏、丹下健三氏ら日本を代表する建築家の作品が建ち並び、２００６年には、安藤忠雄氏の「表参道ヒルズ」が表参

道にオープン。さながら建築デザインのミュージアムといったところ。斬新で洗練されたメイン通りから、北へ、南へと、キラー通り、みゆき通り、骨董通り

が延び、そこから一歩路地に入ると、表通りとは違った光りを放つショップ、ギャラリー、レストラン、そして、閑静な住宅地が点在。さらに、青山学院大

学、国際連合大学、こどもの城、そして根津美術館などの教育文化施設も充実しています。流行や、芸術、文化が複合的に発信される街のパワーと、

緑と商業施設、住環境の見事な調和と共生が、「青山・表参道」というエリア。そしてそれが、人を、産業を、引きつける理由なのではないでしょうか。 

青山の菩提寺「梅窓院」 

もと青山忠成の屋敷地であった青山は、青山通りをはさんで北に本家、南に

分家と分かれていました。分家となった忠成の四男幸成の菩提寺が「梅窓院」

です。現在、青山通りからCSKビルの横、竹と石畳の細い道を入ったところに

本堂があります。その幸成の子孫が後に美濃郡上八幡の城主となり、明治

になるまで当地の城主であったという御縁で、ここ梅窓院では毎年「郡上踊り」

が催されます。夕暮れになると、参道にはポッポッと提灯にあかりが灯され、

金魚すくいの夜店が出たりして夏祭りの雰囲気に包まれます。また、梅窓院で

は「念仏と法話の会」などの行事があり、近隣のみなさまが参加されています。 

表参道ヒルズ（建設中） 

2006年2月11日オープン予定。表参道ヒルズは、表参道が育んだ歴史

と記憶に刻まれた風景を次の世代へ継承する、表参道の新しいランドマー

クとして注目されています。約90店舗を集積する商業施設と住宅、駐車

場等で構成される複合施設です。表参道ヒルズの誕生で美しいケヤキ

並木の表参道は、おそらく都内随一のおしゃれな散歩道となることでしょ

う。旧同潤会青山アパートの外壁の一部が再生され、あの、どこかホッと

するかつての景観を継承するエクステリア。設計は、安藤忠雄氏です。 

新しい時代のムーブメントをいち早く感じるのは、 
ここ青山・表参道でしょう。ブティックが肩を並べ、 
世界の有名ブランドのショップが競い合っています。なかでも、 
いま注目されているのが旧同潤会青山アパートの跡地に建設中の 
表参道ヒルズです。再開発で整備された商業地をはじめ、 
青山通り周辺の住宅地もただいま地価上昇中。 
また、このエリアは歴史の奥深さからか神社や寺も多く、 
周辺の緑を配慮した街並みと共に、日本の伝統文化の保存など、 
新旧がみごとな調和を見せています。 
 
 

青山の通りに 
青山らしい名前がついています。 
キラー通り：この名前が生まれたのは、いまから３０年前。青山３丁目の角にVANが誕生した頃で、ファッションデ

ザイナーのコシノジュンコさんが名付け親だそうです。なぜキラーなのか、興味深いところですが、その当時、青

山３丁目から霞町（いまの西麻布）まで信号機が１つもなくカミナリ族がビュンビュン飛ばし、事故も多かったことか

ら「キラーストリート」と名付けたのが始まりのようです。骨董通り：「開運なんでも鑑定団」の中島誠之助さんがこ

の通りに「からくさ」を開き、この名前を広めました。現在は数が少なくなりましたが、それでもざっと数えて２０数軒

の古美術、骨董店が営業しています。みゆき通り：表参道交差点から根津美術館にいたるファッションストリート。 

フロムファーストをはじめ、デザイナーズブランドのショップが目白押しです。 

 

都心部の人気エリアの中で、とくに三井のリアルプランが 
お勧めする地域を「ブランドエリア」と呼んでいます。 
 

ブランドエリア：青山・表参道 
 

Real Plan Selection

※国土交通省より発表された平成17年1月1日時点の「地価公示」で、「全国住宅地年間上昇率上位10地点」の上位1～3位が 

青山通りに近接した地点でした。（詳しくは本誌前号NO.80で紹介） 

TOKYO発のファション情報は、ここから。 
地価上昇率が都心でNO.1 のエリアです。 
 

※  

国際連合大学 

青山学院大学の前、青山通りに面したとこ

ろに国際連合大学があります。その名の

通りいかにもアカデミックな建造物（設計は、

世界的に有名な丹下健三氏）。国連大学

憲章には、世界の学者・研究者の知識を

総合して「人類の存続、発展および福祉に

かかわる緊急かつ世界的な問題」を理解し、

その解決に資する研究を行うこととあり、そ

の活動成果を市民に広めるためのシンポジュ

ウムやセミナーなどのイベントも開かれてい

ます。また、図書館の利用もできるそうです。 

こどもの城 

青山通りを渋谷から赤坂方面に向かうと、

大阪万博の「太陽の塔」に似たモニュメ

ントが。青山ゆかりの岡本太郎の作品「こ

どもの樹」です。ここ「こどもの城」では、

乳幼児から子供をとりまく大人までを対象

に福祉・文化活動を行っています。造形

スタジオ、音楽ロビー、プレイホール、パソ

コンルーム、ビデオライブラリー、体育室、プー

ルを備え、子供も大人も楽しめる体験型

の遊びのプログラムが充実。「青山劇場」

「青山円形劇場」も併設されています。 
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こどもの城 
国際連合大学 

青山の名前の由来と歴史 

人を、産業を、引きつける「青山」という街の魅力。 

表通り１本入った街並み。 

緑豊かな閑静な住宅地。 

お気に入りのブティック、ショップを 
散策するのも、青山ならではの愉しみ。 

商業施設だけではなく、教育文化施設の充実が、 
青山の品格を高めているのではないでしょうか。 （ ） 

このエリアにおける不動産の売却・購入や活用をお考えの皆さまに、 
安心と信頼のコンサルティングでお応えしています。お気軽にお電話ください。 
 

青山リアルプランセンター　 03(3409)6131 
 

青山・表参道 



青山。その地名は、徳川家康の重臣青山忠成の下屋敷であったことに

由来しています。家康に、馬が一気に走りきったところを自分の屋敷地にし

てもよいと申し渡され、馬が疲れ果ててしまうまで走り回って現在の青山地

区一帯を手に入れたと伝えられています。 

青山は、名前の通り緑に恵まれたエリア。明治神宮、青山墓地、そして、すこし足をのばすと代々木公園があります。また、青山通りのイチョウ並木も

有名。表参道にはケヤキ並木があり、約1kmにわたって１６３本のケヤキが四季折々私たちの目を楽しませてくれます。このエリアには、伊東豊雄氏、

青木淳氏、隈研吾氏、黒川記章氏、丹下健三氏ら日本を代表する建築家の作品が建ち並び、２００６年には、安藤忠雄氏の「表参道ヒルズ」が表参

道にオープン。さながら建築デザインのミュージアムといったところ。斬新で洗練されたメイン通りから、北へ、南へと、キラー通り、みゆき通り、骨董通り

が延び、そこから一歩路地に入ると、表通りとは違った光りを放つショップ、ギャラリー、レストラン、そして、閑静な住宅地が点在。さらに、青山学院大

学、国際連合大学、こどもの城、そして根津美術館などの教育文化施設も充実しています。流行や、芸術、文化が複合的に発信される街のパワーと、

緑と商業施設、住環境の見事な調和と共生が、「青山・表参道」というエリア。そしてそれが、人を、産業を、引きつける理由なのではないでしょうか。 

青山の菩提寺「梅窓院」 

もと青山忠成の屋敷地であった青山は、青山通りをはさんで北に本家、南に

分家と分かれていました。分家となった忠成の四男幸成の菩提寺が「梅窓院」

です。現在、青山通りからCSKビルの横、竹と石畳の細い道を入ったところに

本堂があります。その幸成の子孫が後に美濃郡上八幡の城主となり、明治

になるまで当地の城主であったという御縁で、ここ梅窓院では毎年「郡上踊り」

が催されます。夕暮れになると、参道にはポッポッと提灯にあかりが灯され、

金魚すくいの夜店が出たりして夏祭りの雰囲気に包まれます。また、梅窓院で

は「念仏と法話の会」などの行事があり、近隣のみなさまが参加されています。 

表参道ヒルズ（建設中） 

2006年2月11日オープン予定。表参道ヒルズは、表参道が育んだ歴史

と記憶に刻まれた風景を次の世代へ継承する、表参道の新しいランドマー

クとして注目されています。約90店舗を集積する商業施設と住宅、駐車

場等で構成される複合施設です。表参道ヒルズの誕生で美しいケヤキ

並木の表参道は、おそらく都内随一のおしゃれな散歩道となることでしょ

う。旧同潤会青山アパートの外壁の一部が再生され、あの、どこかホッと

するかつての景観を継承するエクステリア。設計は、安藤忠雄氏です。 

新しい時代のムーブメントをいち早く感じるのは、 
ここ青山・表参道でしょう。ブティックが肩を並べ、 
世界の有名ブランドのショップが競い合っています。なかでも、 
いま注目されているのが旧同潤会青山アパートの跡地に建設中の 
表参道ヒルズです。再開発で整備された商業地をはじめ、 
青山通り周辺の住宅地もただいま地価上昇中。 
また、このエリアは歴史の奥深さからか神社や寺も多く、 
周辺の緑を配慮した街並みと共に、日本の伝統文化の保存など、 
新旧がみごとな調和を見せています。 
 
 

青山の通りに 
青山らしい名前がついています。 
キラー通り：この名前が生まれたのは、いまから３０年前。青山３丁目の角にVANが誕生した頃で、ファッションデ

ザイナーのコシノジュンコさんが名付け親だそうです。なぜキラーなのか、興味深いところですが、その当時、青

山３丁目から霞町（いまの西麻布）まで信号機が１つもなくカミナリ族がビュンビュン飛ばし、事故も多かったことか

ら「キラーストリート」と名付けたのが始まりのようです。骨董通り：「開運なんでも鑑定団」の中島誠之助さんがこ

の通りに「からくさ」を開き、この名前を広めました。現在は数が少なくなりましたが、それでもざっと数えて２０数軒

の古美術、骨董店が営業しています。みゆき通り：表参道交差点から根津美術館にいたるファッションストリート。 

フロムファーストをはじめ、デザイナーズブランドのショップが目白押しです。 

 

都心部の人気エリアの中で、とくに三井のリアルプランが 
お勧めする地域を「ブランドエリア」と呼んでいます。 
 

ブランドエリア：青山・表参道 
 

Real Plan Selection

※国土交通省より発表された平成17年1月1日時点の「地価公示」で、「全国住宅地年間上昇率上位10地点」の上位1～3位が 

青山通りに近接した地点でした。（詳しくは本誌前号NO.80で紹介） 

TOKYO発のファション情報は、ここから。 
地価上昇率が都心でNO.1 のエリアです。 
 

※  

国際連合大学 

青山学院大学の前、青山通りに面したとこ

ろに国際連合大学があります。その名の

通りいかにもアカデミックな建造物（設計は、

世界的に有名な丹下健三氏）。国連大学

憲章には、世界の学者・研究者の知識を

総合して「人類の存続、発展および福祉に

かかわる緊急かつ世界的な問題」を理解し、

その解決に資する研究を行うこととあり、そ

の活動成果を市民に広めるためのシンポジュ

ウムやセミナーなどのイベントも開かれてい

ます。また、図書館の利用もできるそうです。 

こどもの城 

青山通りを渋谷から赤坂方面に向かうと、

大阪万博の「太陽の塔」に似たモニュメ

ントが。青山ゆかりの岡本太郎の作品「こ

どもの樹」です。ここ「こどもの城」では、

乳幼児から子供をとりまく大人までを対象

に福祉・文化活動を行っています。造形

スタジオ、音楽ロビー、プレイホール、パソ

コンルーム、ビデオライブラリー、体育室、プー

ルを備え、子供も大人も楽しめる体験型

の遊びのプログラムが充実。「青山劇場」

「青山円形劇場」も併設されています。 
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こどもの城 
国際連合大学 

青山の名前の由来と歴史 

人を、産業を、引きつける「青山」という街の魅力。 

表通り１本入った街並み。 

緑豊かな閑静な住宅地。 

お気に入りのブティック、ショップを 
散策するのも、青山ならではの愉しみ。 

商業施設だけではなく、教育文化施設の充実が、 
青山の品格を高めているのではないでしょうか。 （ ） 

このエリアにおける不動産の売却・購入や活用をお考えの皆さまに、 
安心と信頼のコンサルティングでお応えしています。お気軽にお電話ください。 
 

青山リアルプランセンター　 03(3409)6131 
 

青山・表参道 



【図１】は都心５区別の平均空室率を示したものです。2002年から

2003年にかけ空室率は高水準になりましたが、2004年から

2005年にかけ大きく改善をしています。賃貸オフィス市場には「2003

年問題」がありました。過去の趨勢から飛び抜けて大量のオフィス

供給が行なわれ、市場に大きなインパクトを与えた問題です。共用

部の施設が充実しIT化対応のなされた超高層の大規模オフィスが

数多く供給されたのが大きな特徴です。�

�

3 4

9月20日発表の基準地価でも、大都市圏で地価の底打が確認されつつあります。資産評価の尺度として、1990年代
後半から外資が持ち込んだ収益還元法が定着。その物件から得られる収益（賃料）によって資産価値が決まる時代に
なりました。つまり、賃貸市場動向を見極めることが、今後、豊かな資産形成を行なうための重要な鍵となるのです。� 新築ビルのオフィス需要は、依然として旺盛です。これから年内に完

成予定の大型ビルについても、募集状況は好調で、竣工前から満室や

高稼働を予定するビルもあるようです。�

もちろん、既存ビルに関しても、好条件のもの、リニューアルしたもの、

値ごろ感のあるものについては、引き合いが強まっており、空室率は

今後改善されることも期待されますが、市場全体の空室率が調整さ

れるには、もう少し時間がかかりそうです。平均賃料に関しても、全体

的に底入れの兆しが出てきたといえども、ビルによっては、大きく明

暗が分かれているのが実態のようです。�

【図３】は、新築ビルと既存ビルの平均賃料の推移を示したものです。

ここから、両者の賃料の乖離幅（グラフ下のＣ欄）に関して、拡大傾向

が表れています。既存ビル賃料の新築ビル賃料に対する比率が、１９９９

年に86％だったのが、2005年7月には67％になっています。�

�

とはいえ２００５年の賃料データはまだ１～３月の短期データであり、これ

が回復傾向にあるからといって、マーケット全体が安全確実になったわ

けではありません。市場を細かく見ると次のような傾向が見られます。�

ここ数年、新築で立地・管理の良い大規模・超高層の賃貸マンショ

ンが大量供給された影響で、築年数が古く小規模なマンションに

ついては競争力が低下し、賃料・敷金といった賃貸条件を緩和し

空室率対策としている物件が多くなっている傾向にあります。ま

た一方で、ファンド等が購入した物件で、大規模修繕や設備面で

の更新・改良投資を行なうことで、ヴァリュー・アップ（Ｖａｌｕｅ‐ｕｐ）

した物件では競争力を維持し善戦している物件もあるようです。�

専有面積の広いものは賃料総額が大きくなるので、かつては外国

人エグゼクティブクラスが主たる入居者像でしたが、景気の回復に

伴ない日本人の入居者が増加傾向にあるようです。若年リッチ層

の出現といった社会環境の変化も追い風になっているようです。�

かつて平成10年頃には空室率が3％前後だったのが、年々上
昇し、最近では9％前後に拡大しています。つまり賃料水準では
上昇傾向が見られるといえども空室率の高いマンションと低い

マンションが存在するのです。�

ただし入居者の人気は近年供給された大規模マンションに集まり、

築年数の古い小規模マンションの大型間取りの中には入居者を

見つけるのが難しくなってきている物件もあるようです。このよ

うな現象は低層で採光・バルコニーの方位・眺望などの点で条件

が悪いマンションで顕著となっています。空いた物件は値下がり

する。値下がりした都心部の物件に、目黒区、世田谷区、文京区と

いった周辺地域の居住者が住み替える動きが見られるようです。�

賃貸住宅市場は戸建・マンション・アパートなどに細分類されますが、

ここでは都心部を中心に高額賃貸マンション市場の動向について

みてみます。�

高額賃貸マンションの厳密な定義はありませんが、賃料が月額で３０

万円以上（駐車場や管理費を含む）又は専有面積が30坪以上のも

のを指すことが多いようです。この定義にあてはまる都心５区の高

額賃貸マンションの平均賃料（坪単価）は【図４】のグラフのようになっ

ています。�

オフィス市場の２００３年問題と同様に新規供給が多かった２００３年

から２００４年にかけ賃料は大きく下落しました。しかし、２００５年になっ

てからは新規供給が一段落し、その他の区も含めて市場全体は回

復傾向にあります。�
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【図２】は2003年問題を裏付ける新規ビルの供給量（延床面積）の

推移を示したものです。特に、港区内のビル供給が非常に大きかっ

たことが、【図１】に見られるように、港区の平均空室率が他区に比

べて、依然、高水準になっている1つの原因かもしれません。�

賃貸オフィス市場動向�

●都心５区の概況�

２００３年問題を克服しつつ、マクロ的には回復傾向�

 資料：三鬼商事「調査月報２００５年８月号」データを基に作成。�
注１）調査対象は基準階面積が１００坪以上の主要貸事務所ビル。【図２・図３】も同様。�
注２）毎月のデータは各年１２月のもの。但し２００５年のみは７月時点。�
�

●オフィス市場の二極化現象�
�新築ビル賃料に改善の一方、既存ビル賃料との格差は拡大�
�

資料：三鬼商事「調査月報２００５年８月号」のデータを基に作成。�
注1） 毎年のデータは12月のもの、但し2005年のみは7月時点。�
注2） データデーブルの（Ｃ）欄は既存ビル賃料の新築ビル賃料に対する比率。�
�

高額賃貸マンション市場動向�

●市場全体の動向�
�

●高額賃貸市場の実態・・・�
�

都心部では、古い物件から新しい物件へ、�
周辺地域から、値下がりした都心部物件へという人の移動�

4）物件の優勝劣敗がより明確化�

1）二極化の傾向�

2）空室率対策�

3）入居者層の変化�

平均成約賃料が回復軌道か？�
�

【図１】都心５区別平均空室率の推移�
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注１）調査対象は基準階面積が１００坪以上の主要貸事務所ビル。【図２・図３】も同様。�
注２）毎月のデータは各年１２月のもの。但し２００５年のみは７月時点。�
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注1） 毎年のデータは12月のもの、但し2005年のみは7月時点。�
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【図１】都心５区別平均空室率の推移�
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注1）賃料30万円/月または専有面積が30坪以上のものを対象にした調査。�
注2）2005年のデータは1～3月までの平均。�
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【図５】は地下鉄銀座線表参道駅から徒歩10分圏内の賃貸マンショ

ンで募集賃料が30万円以上の物件を築年数別にプロットしたもの

です。30坪（約99㎡）以上の「大型間取り」は　緑色で30坪未満

の「普通間取り」のものは　青色で示してあります。�

表参道周辺は副都心の渋谷からも徒歩圏内で、それでいて近隣環

境も良いことから人気のエリアです。�

しかしながら、人気のエリアといえども【図５】に見られるように賃料

は最高と最低とで2倍以上の格差を生み出しています。今回任意に

抽出した50物件中、25件（50％）が大型間取りで、25件（50％）

が普通間取りのものでした。予想以上に大型間取りの供給が多くなっ

ているのが最近の大きな特徴です。また【図５】からは次のような傾

向も読み取れます。�

2）　「普通間取り」(３０坪未満）については、築５年以内の物件の賃
料は比較的高目ですが、供給は多く競争は熾烈です。「築５年～１０年」

のグループは、築5年以内の物件との競争で賃料が急に落ちる傾向

が見られます。築10年以上の物件では大型間取りほど賃料のバラ

ツキはありませんが、「築５年～１０年」のグループの低家賃との競争

に引きずられる傾向が今後出てくると思われます。�
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20Ｆ以上の超高層マンションは最高値。�
テナント募集は好調で供給は少ない。�

「築５年～１０年」と「築１５年～２０年」の�
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「築５年～１０年」の普通間取りは�
築５年未満との競争で賃料はかなり低目。�
賃料が安いものへのニーズは高い。�

バリューアップした物件と�
そうでない物件とで賃料幅に大きな差。�
大型間取りの供給は多い。�
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グループ １�

グループ 2

グループ 3

グループ 3

6

平成３年から平成4年のバブル崩壊直前に竣工したものでは賃料の

バラツキが非常に大きくなっています。供給も多く価格競争力を失

いつつある物件が増加しています。この頃に供給されたマンション

の専有面積当たりの売買坪単価は現在の6～7倍程度と高かったた

め高めの賃料がとれている物件でも運用利回りは１％前後と非常に

低くなっているケースが多いと思われます。�

大型間取りで築３０年超のものは賃料水準でグループ２同様、バラツ

キが大きくなっています。更新・改良投資をした物件とそうでない物

件とで賃料水準に大きな差が生まれ易いグループです。�

「築５年～１０年」のグループの賃料は比較的高く安定しています。

とはいえ、このグループでの供給は多く競争は熾烈です。�

�

以上のように、オフィスもマンションも市場は二極化、いわゆる勝ち組・

負け組みが鮮明になってきています。かつてのように“果報は寝て待て”

というように市況の回復をただ待つ姿勢では問題は解決しません。

市場構造が大きく変わったことを認識する必要があるようです。�

常に周辺地域を含めた賃料相場・賃貸需給、周辺の環境変化等の

情報を入手し、ご所有資産の現状を正しく把握。賃料下落の歯止め

となる付加価値（立地・環境・共用施設の充実度・管理などのソフト

面等）を今後も維持できるかのチェック。�

資産価値の維持が困難であれば、現行税制の買換え特例などを活

用し、資産の組み換えを行ない、より効率的な資産運用ができない

かのシミュレーション。�

資産の見直しをしている場合と、そうでない場合には大きな差が

でてくることは間違いないでしょう。次世代に、より資産価値の高

い財産を残すためには確かな情報と行動力が必要です。�

今後の資産形成の視点�

三井不動産販売（株）リアルプラン推進グループ�

フリーコール　0120- 977-131 午前9時30分～午後5時30分�
（毎週水曜定休）�
�

人気エリアといえども賃料相場は二極化が顕著に�
�

●表参道駅周辺の賃料相場�
�

�
三井のリアルプランでは、皆様の資産の将来を見据えた資産形成のお手

伝いを致しております。将来の豊かな資産形成のコンサルタントとして、

都心にこだわり培ってきた私どもの情報力とノウハウをお役立てください。�

�
お問合せは、各リアルプランセンターまたは下記まで。�

�

今後の競争に耐えられるだけの長所・美点があるか�
どうかの見極めが大切�
�

①〔所有資産の総合的評価・分析〕�

②〔資産価値の維持〕�

�

（株）エステートプラン　　佐藤　哲�

ご所有の事業用・賃貸用資産をより有効に運用するためには、�
次のようなことを検討することが大切です。�

必要に応じて、大規模修繕や更新投資を行なう。�

③〔資産組み換えのシミュレーション〕�

グループ １�

グループ ２�

グループ ３�

1）　　「大型間取り」（30坪以上）については大きく次の3つの�
　　グループに分けられます。�

平均値� 住居系（一棟マンション）�

賃　料�

租税公課�

テナント�
属性�

契約形態と�
空室リスク�

オフィス系（一棟ビル）�比較項目�

消費税�

これまで消費税は課税売上高3,000万円以下の場合には免税とされていましたが、平成15年度の改
正で、平成16年4月1日以降は課税売上高が1,000万円以下に引き下げられました。マンションの家賃
収入はこれまでも非課税なので影響はありませんが、ビル事業は課税扱いですのでこの免税点の引
き下げは、特に中・小規模ビル経営において、影響があるといえるでしょう。�

メンテ�
ナンス�

一般的に、同規模の建物であれば施設・設備の保守体制や共用部の清掃範囲・頻度、セキュリティ
対策などが高度なビルの方が高コストとなります。室内については、オーナーが維持コストを見込まな
ければならないマンションと比べますと、スケルトン（構造躯体）貸しが主流のビルの方がコストはかか
らないケースもあります。�

固定資産税については、マンションの方が軽減適用の可能性があります。個人事業税については、課
税要件の一つとして、5棟10室基準があり、ビル系の方がマンションと比べ課税されにくいケースもあります。�

オフィス系（一棟ビル）  vs.   住居系（一棟マンション）�

景気動向に比較的左右されにくく、安定してい
るといえます。なぜなら、景気にかかわらず、常
に居住ニーズは存在するので、物件に見合った
適正な賃料設定により、借り手は見つけられる
からです。しかしながら、収益性という観点からは、
賃料総額の天井（上限）というものが、エリア、�
グレード、間取り毎にある程度あるため、オフィス
ビルより劣る傾向にあります。�

景気と需給バランスによって、大きく賃料が変
わります。景気回復に伴う賃料上昇が見込め
るため、インフレ対策として有効です。経済環境
が良好で、オフィスとしても人気が高く、供給の
少ないエリアでは、賃料総額の天井（上限）も
ないというケースもあるようです。反面、需要が
ない場合には、賃料を下げてもなかなかテナン
トが集まらないという状況もあります。��
�

法人系のテナントであるため、業種・業績など、公
開されている資料などからも賃借先として適正
か否かの審査判断が行いやすいことが挙げら
れます。�
�

複数フロアまとめての一括貸しが収益の安定に
つながる反面、退去した際には一時的な大幅収
入減となるリスクがあります。またテナントの入れ
替わりは比較的激しいといえます。�
�

一般的には個人テナントのため、審査能力が重
要です。テナント同士やテナントと周辺住民間で
トラブルが生じた場合、オーナー自らも解決に向け
て係わらなければならないこともあります。また有
効な解決策が見いだせずトラブルが長引くようで
すと、マンション全体の評価が下がる恐れもあります。�

以前は社宅として法人一括貸しも見受けられまし
たが、昨今の景況感の悪化から福利厚生を見直
す企業も多く、個々人との契約が主流となってい
ます。空室が出ても全体戸数に占める割合は低く
全体収益に与える影響は比較的小さいといえます。�

賃貸用不動産のメリット・デメリット�

賃貸用不動産ワンポイントコラム�
�

賃貸用不動産を保有・経営する場合、オフィス系（一棟ビル）と住居系（一棟マンション）のどちら

がよいか？それぞれメリット・デメリットがあり、物件そのものの資産価値だけでなく、さまざまな

要因を比較検討し総合的に判断する必要があります。以下に主な比較ポイントを挙げてみました。�
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る時代は終わりました。これからは、資産を評価するポイントを、「利

用価値」、「収益確保」に置くことが重要です。所有する資産を、客観

的に評価して、「必要のない資産」や「収益を生み出していない資産」、

「悩みや問題を抱える資産」がないか、をチェックしてみましょう。�
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２．支出に関する問題�
　◇配管、設備等の更新しにくい建物�

　◇日々の小修繕および大規模修繕実施ごとの費用増加傾向�

３．相続に関する問題�
　◇取り壊し予定で空室を放置しておくと、借家権、貸家建付地割合

　が控除できない。→相続税評価引き下げ効果がない。�

　◇次世代に、問題の多い資産を残すのが気がかり�

４．その他の問題�
　◇家賃低下に伴う入居者の質の低下→家賃滞納等のトラブル�

　◇設備の減価償却が終了しているため経費計上ができない�

　→所得税、住民税の節税効果がない　�

�

１．収入に関する問題�

　①賃貸マーケットの変化�

　◇ここ数年の新築賃貸物件供給増加に伴う競争力低下�

　◇ファンドによる賃貸物件供給増で競争力低下�

　◇少子化等によるライフスタイルの変化や外国人賃貸ニーズの減少�

　②商品企画の陳腐化�

　◇マーケットや少子化等のライフスタイルの変化に伴う不適合。�

　（間取り、専有面積の大きさ等）�

　◇設備、機器の陳腐化�

　◇階高、床段差、耐震性などの構造上の問題�

�

豊かな資産形成のためのシリーズ講座・・・・・第2回　�
�

悩める資産を生きた資産に！�資産組み換えを活用して�資産価値を再生する。�

現在、地価や賃貸市場がそうであるように、不動産市場はすべてにおいて「勝ち組」と「負け組」が、はっきりした時代になったといえます。

所有する資産にも長期的に安定収入や利用価値が見込める「勝ち組」とされるものと、そうでない「負け組」の資産に分かれるのでは

ないでしょうか？「利用価値が低い資産を所有し続けること」は、決して資産を守ることにはならない時代なのです。�

�
 これからの資産価値の考え方�

資産は収益を生んでこそ、利用価値があってこそ生きた資産�
�

築年数の古いマンション・アパートが抱える問題�

資産組み換えによる資産価値の再生ケーススタディ�
�

A氏の場合�
�

A氏の悩み（一棟賃貸マンションの老朽化）�
�

資産の組み換えによる問題解決�
�
�
�現資産を2億6,000万円で売却　� 組み換え資産を4億8,000万円（一部借入金）で購入　�

●S区内敷地：447㎡（約135坪）　�

●駅徒歩13分�

●建物：築30年　ＲＣ造3階建　794㎡（約240坪）�

●総戸数：40戸（現在5戸空室）（6坪×40戸）�

●現況収入：年間2,100万円（5万円×35戸×12ヶ月）�

●満室時賃料：年間2400万円（5万円×40戸×12ヶ月）�

●維持経費：年間720万円�

●帳簿価格：約3,500万円　�

�

�

�

�

�

●都心敷地：182㎡（約55坪）　�

●駅徒歩5分�

●建物：築5年　ＲＣ造5階建　728㎡（約220坪）�

●総戸数：20戸（現在満室）�

●年間収入：年間3,400万円�
　（220坪×90％×@14,000円×12ヶ月・48,000万円×7％）�

●維持経費：年間580万円�

●借入金：当初元金支払額520万円、利息支払額750万円�

（取得価格）�

●土地：26,000万円（事業用の買換特例を適用）�

●建物：22,000万円（借入25,000万円　30年・3％・元利均等払）�

�

�

�

①収入・・・年間2,100万円�

②支出・・・年間　720万円�

③所得税・・・610万円�

�

�

①収入・・・年間3,400万円�

②支出・・・年間　580万円�

③所得税・・・676万円�

④借入金・・・1,270万円（520万円+750万円）�

�

① 建物：6,000万円×（1－30％）＝4,200万円�

② 土地：135坪×＠125万円（路線価）×（１－60％×30％）�

　＝13,800万円�

�

�

①建物：11,000万円×（1－30％）＝7,700万円�

②土地：20,700万円×（1－70％×30％）＝16,353万円�

　＊470万円×0.8×55坪＝20,700万円�

③借入金：25,000万円�

�

■現資産� ■組み換え資産�

老朽化した一棟賃貸マンション� 築5年の一棟マンション�

■現在の賃貸事業による手取額� ■買換え後の賃貸事業による手取額�
�

■現在の相続税評価額（満室の場合）� ■買換え後の相続税評価額（満室の場合）�

年間770万円（①－②－③）� 年間 874万円（①－②－③－④）�
�

約1億 8,000万円（①+②）� ▲約 947万円（①+②－③）�

（満室時想定賃料に対し、表面利回り9％で割り戻した価格）�
�

（満室時想定賃料に対し、表面利回り7％で割り戻した価格）�
�

①室率の増加に伴う家賃収入の低下。家賃の滞納も頻繁。�

②修繕費の急増に伴う支出の増加。�

③所得税・住民税の節税効果が享受できなくなった。（設備の減価償却終了に伴い経費計上ができない。）�

�

●家族構成　　Ａ氏73歳　相続人：長男（42歳会社員）長女（38歳主婦）�

●財　　産　　自宅・駐車場・一棟マンション・預貯金等2億円�

�

［土地：0円（相続により取得）�
　建物：3,500万円（当初約1億円の取得価格）］�
�
�

例えば築年数が古い収益物件が抱える問題を、考えてみましょう。�

資産に関する問題、不安、悩み、をつい先送りにしていないでしょうか？�
�

利用価値� 収益確保�

資産評価�

�

（上記シミュレーションは一例であり、売却物件、購入物件、その他条件により適合しない場合があります。）�

資産形成事例研究�
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�

利用価値� 収益確保�

資産評価�

�

（上記シミュレーションは一例であり、売却物件、購入物件、その他条件により適合しない場合があります。）�

資産形成事例研究�
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上記資産は、収益を生まないもしくは、著しく収益が減少して

いるだけではなく、逆に、固定資産税や修繕費等の経費を生

み出しているものです。持っているだけで、出費がかさむもの

は、資産ではなく、逆に負債といえるのではないでしょうか？�

�

①遊休地や空きが発生している駐車場�

　→収益を生み出していないばかりか、�

　固定資産税等の保有コストが生じている。�

②古いアパート・マンション�

　→建物老朽化に伴う、空室率の増加と賃料低下。�

　しかも修繕費等の経費は増加する一方。�

③現状のマーケットに、商品企画があわなくなった�
　外賃マンションやワンルームマンション�

　→空室になり、賃料を下げても、なかなか次のテナントが入

　らない。毎月の管理費、修繕積立金を持ち出している。�

 こんな資産は、大丈夫ですか・・・？�
問題を抱える悩める資産�

より豊かな資産形成のためにすべきこと�

また、組み換える資産として、何が最適かは、おひとり、お一人違うは

ずです。本ケーススタディでは、一棟マンションから一棟マンションに

組み換えましたが、例えば、先々部分的な換金化や、相続時、次世代

への円滑で容易な財産分割を考えている場合は、組み換え資産として、

区分所有マンションを数戸取得した場合が適しているケースもある

かもしれません。または、場合によっては、売却後、金融商品（預貯金、

債権等）として保有するケースが適しているケースもあるでしょう。�

まずは、所有資産を下記のグループに分類してみることが重要です。�

①残す土地、利用する資産�

②納税に備える資産�

③処分する資産（必要のない資産、収益を生み出していない資産）�

�処分すると判断した資産については、土地価格や資産価値がこれ以上

下落する前に売却し、好立地な不動産や、高収益な資産、利用価値の

高い資産に組み換えを検討することが、大切なのではないでしょうか？�

�

①ご自分の資産規模と資産全体バランスシートの把握、�

②ご自身のライフプラン�

③ご家族のライフプランと相続（承継）計画�

　などをトータルに考慮、検討し、資産組み換えのシナリオを作成す

　ることが重要なのです。そのためには、確かな情報力と専門的な

　知識とノウハウが必要です。�

三井のリアルプランでは、税理士等の各分野のスペシャリストとも連

携し、皆様の資産の将来を見据えた資産形成のお手伝いをいたして

おります。将来の豊かな資産形成のコンサルタントとして、培ってき

た私どもの経験と実績をお役立てください。�

�

三井不動産販売（株）リアルプラン推進グループ�

フリーコール　0120- 977-131 午前9時30分～午後5時30分�
（毎週水曜定休）�
�

おひとり、お一人にあった資産の組み換えについてのご提案と

資産診断シミュレーションをご提案いたします。�

お問合せは、各リアルプランセンターまたは下記まで。�

�

資産形成に関するご相談を随時承っています。�
眠らせていませんか、あなたの資産価値。�
�

ご本人の将来の�
ライフプラン�

ご本人の現在の�
収入・資産規模・年齢�

全てを検討し、�
ご自身のライフプランに合った�

組み換えから運用までのシナリオが必要�

ご家族のライフプランと�
相続（承継）計画�

�

問題を抱えている物件から、問題の無い物件に組み換えること

により、今後の賃料下落リスク、空室リスクも解消�

�

建物が新しくなることで、収入金額に対しての維持コスト、将来

のメンテナンスコストも軽減。�

事業用の買換え特例で、土地は買い換えることにより、譲渡所得

税の軽減を図るとともに、建物については、新規取得することに

より、減価償却費が大きくなる（＝所得税軽減）。�

借入金を利用することにより、より大きな物件に組み換えられる

ため、収入金額増加（レバレッジ効果）と相続税の引き下げ効果

を享受。資産価値に問題のない（悩みのない）資産を次世代に

継承することができる。�

�

資産組み換えによる資産再生メリット�
�

空室率 0

年間140万円の削減�

相続税評価額 約1億9000万円評価減�

（ポイント１）賃料下落・空室リスクの解消�
�

（ポイント2）維持コストの減少�
�

（ポイント3）譲渡税および所得税の軽減�
�

（ポイント４）レバレッジ効果と相続税評価の引き下げ�
�

組み換え前� 組み換え後�

�

組み換え前� 組み換え後�

�

組み換え前� 組み換え後�

�

空室戸数� 5戸� 0戸（満室稼動）�

�

年間維持コスト� ７２０万円� ５８０万円�

�

相続税評価額� 1億８，０００万円� ▲９４７万円�

�

いずれにしても、重要なのは、目先や、個別の資産について考えるのではなく、�
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投資用不動産は個人所有か法人所有か？�
投資用不動産を購入するケースにおいて、個人名義で所有するのと、法人名義で保有するのと、税務上どち
らがメリットがあるのだろうか？とういうご質問をよくいただきます。今号では、より、効率的な資産形成を行
うために、個人所有と法人所有のメリット、デメリットを整理、研究してみることにしましょう。�

個人所有の場合� 法人所有の場合�

所有形態別のメリット・デメリット�

所有形態別の効果比較�

個人所有�

法人所有�

賃貸所得の�
税金と対策�
�

必要経費の�
自由度�
�

譲渡益の税金�
�

譲渡損の通算・繰越� 相続対策�

相続対策重視・譲渡益の期待�

長期保有・譲渡益は期待しない・現役世代�

税務上、個人名義で所有する方がよいか、法人名義で保有する方がよいかは、�

ご本人が何を重視して投資用不動産を所有するのかということによります。�

例えば一般的に、相続税対策重視の場合は、個人名義で所有した方が効果がありますし、資産規模

にもよりますが、長期保有をお考えであれば、法人名義で所有することを検討することも一考です。�

三井のリアルプランは、税理士等のスペシャリストとも連携し、皆様の資産背景、目的ご事情に応じたプランニング

をご提案、成功する賃貸事業のサポートをいたします。�

法人所有の効果向上策のケーススタディ�
�

●具体的効果�夫が受け取る社債利息は総合課税されず、20％の源泉分離課税となるので、手取り額が増額します。�

●私募社債活用のしくみ�

◎�

◎� ◎�○�

○�×� ×� ×�

×�×�

メリット○� メリット○�

デメリット×�
デメリット×�

法人所有の効果向上策の1つとして、私募社債を活用したケースをご紹介いたします。�

１．投資用不動産を不動産保有法人�
　（株式会社に限る、妻が社長）名義で所有します。�

２．法人から夫へ、「社債（私募に限る）」発行することに�
　より、不動産購入資金を捻出します。�

３．法人から夫へ、社債利息を支払います。�

�

�

法人経費�
90万�

税務セミナー�

土地建物�
売主�
�

ご本人�
高額所得�

購
入�

ご本人高額所得�

ご本人�
高額所得�

社債利息�
270万�
�

社
債
利
息�

社
債
発
行�

不動産�
保有法人�

�

不動産�
保有法人�

�

不動産�
保有法人�

�

賃料 600万円�
�

賃貸借契約�
�

9,000万円�
�

テナント�

�

給与�
90万�
�

奥様�

奥様�

給　与�

ご本人名義で所有した場合　�

BS PL

不動産　１億円�
社債　　9,000万円�
資本金　1,000 万円�
�

賃料収入�

給与�

社債利息�

建物減価償却�

その他経費�

600万円�

△90万円�

△270万円�

△150万円�

△90万円�

法人個人�
手取合計�
�

個人手取額�
330万円�

�
�

賃料収入600万－課税経費240万（150万＋90万）＝360万�
×50％（税率）＝所得税等180万�

賃料収入600万－その他経費90万－所得税等180万＝�
手取額　330万円�
�

（手元キャッシュ 150万円）･･･ ①�
�

利益0：税金0

�
収益�
不動産�
�

税務セミナー�

手取額90万円・・・③�
奥様への給料90万円は、�
扶養の範囲で税金0。�
�
�

①＋②＋③�

456万円�

�

購入代金�
1億�
�

①不動産の時価と相続税評価額との乖離が期待できる。�

②不動産譲渡所得が生じても20％（５年超所有）の税金で済む。�

�

①不動産収入に対する必要経費には限界がある。�

②不動産所得に対する税金が累進税率（15%～50％）により�

　高くつく。�

③不動産譲渡損が生じた場合には切り捨てとなる。�

　（他の不動産譲渡所得のみと通算可）�

�

�

①すべての収入からすべての経費を控除して課税所得を求め　

　るため、必要経費の幅が広い。�

②妻を社長にすることで、所得分散が可能となる。�

③不動産譲渡損が生じても他の法人利益と相殺可能であり、さら

　に欠損金について７年間繰越控除ができる。�

①不動産の時価と相続税評価額との乖離があまり期待できない。�

②運営に人的・物的経費がかかる。�

③妻へ所得分散することで、妻に対する所得税・住民税・国民健

　康保険税・介護保険料・国民年金（第三号被保険者から外れる）

　がかかる。�

�

手取額�
126万円増�

�
�

手取額216万円・・・②�
社債利息270万（9,000万×3％）�
－源泉税54万（20％分離課税）�
�
�
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�
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長期保有・譲渡益は期待しない・現役世代�

税務上、個人名義で所有する方がよいか、法人名義で保有する方がよいかは、�

ご本人が何を重視して投資用不動産を所有するのかということによります。�

例えば一般的に、相続税対策重視の場合は、個人名義で所有した方が効果がありますし、資産規模

にもよりますが、長期保有をお考えであれば、法人名義で所有することを検討することも一考です。�

三井のリアルプランは、税理士等のスペシャリストとも連携し、皆様の資産背景、目的ご事情に応じたプランニング
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�

●具体的効果�夫が受け取る社債利息は総合課税されず、20％の源泉分離課税となるので、手取り額が増額します。�
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　（株式会社に限る、妻が社長）名義で所有します。�

２．法人から夫へ、「社債（私募に限る）」発行することに�
　より、不動産購入資金を捻出します。�

３．法人から夫へ、社債利息を支払います。�
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①不動産の時価と相続税評価額との乖離が期待できる。�

②不動産譲渡所得が生じても20％（５年超所有）の税金で済む。�
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色の伝えるイメージ�

�プラスイメージ�

�

マイナスイメージ�

�

色� 特　　徴�

住まいのカラー講座�カラーパワーを活かす住まいのカラーコーディネート　�

監修：（株）カラー集団「トータリア」�

代表取締役　門田真乍子�
 

「インテリアに活かす色彩心理」�

情熱的、外交的、�

自発性、回復効果�

刺激が強すぎて�

疲れ易く、�

集中力散漫になる�

＊勝負カラー 　ここ一番の仕事を勝利へ導く�

＊活動が行われる場所、廊下に適す。�

　色味が強すぎると疲労感、圧迫感、閉塞感を与える。�

�

＊ビタミンカラー　明日の元気を養い積極的な自分へ�

＊オレンジは、温かみを感じさせる色。�

　楽しく賑やかに食事を取る所、娯楽を楽しむ場所に適す。�

�

＊インテリジェントカラー　優れた知性、発想力を求められる時�

＊子供部屋のアクセント使用は、大脳を刺激し効果的。�

　転機に効果的。個室向き。�

　断絶感や不安感をもたらしオフィスには不向き。�

＊クーリングカラー　沈着冷静な判断が求められる時�

＊沈静効果のある青は、寝室や、集中力の必要なオフィス、

　治療室などストレスのかかる場所に向く。�

　ダイニングルームや娯楽を楽しむ場所には不向き。�

�
＊プロテクトカラー　免疫力up リラックスしたい時�

＊神経を鎮めリラックスさせる。消化器の炎症を抑え、抵抗力

　をつける。キッチン、バスルーム、寝室、オフィス、�

　治療室に向く。遊技場には不向き。�

�

＊ヒーリングカラー　ストレスが溜まってしまったら�

＊威厳が必要とされる場所、病院の玄関ホール、礼拝所、

　講義室に適す。病棟や治療室には不向き。�

＊マネーメイキングカラー　金銭感覚を養い商売繁盛目指す

＊家庭の和を保つリビングルームに適す。栄養の吸収を促し

　健康保持の大きな力となる。商売繁盛、家庭円満をもたらす。�

明るさ、開放感、喜び、�

抑鬱効果�

注意力を欠如させる�

�

強い個性、希望、�

鋭い知性、判断力�

自己批判を増大させ、

疲労困憊を招く�

�

＊リラクゼーションカラー心身ともに癒しのサプリメントカラー�

＊手術室などバランスのとれた判断を必要とする所に適す。

　血圧を下げ、自立神経を鎮めて、集中力散漫を防ぐ。�

バランス、若さ、希望、�

新生活、体力の回復�

と再生�

優柔不断を�

助長する�

英知、休息、誠実　�

降圧効果、神経症状、�

炎症を鎮める�

冷淡、無関心、�

憂鬱感の増大�

�

免疫力、鎮静効果、�

涼気、自立心を養う�

孤立感を強める�

�

高貴、霊的、優雅、�

神秘、強力な�

ヒーリングパワー�

神経過敏な時は�

避ける�

�

学問、家庭の和、�

商売繁盛、健康維持�

保守的で頑固、

変化を好まない�

赤�

橙�

黄�

青�

ター�
コイズ�
ブルー�

紫�

茶�

緑�

　古来ギリシャ式色彩占いでは自分の身の回りの色により、性格や運勢も

変わってしまうとされていました。これは、色の持つ固有のパワーがある

からです。一般に自然界において人間が見分けられる色の数は、750万

～1000万色ともいわれています。私達は、目と皮膚から様々な色のバ

イブレーションを絶えず吸収して、それを脳に伝えています。こうしても

たらされるカラーパワーの素晴らしい効果が現在では、世界中で色々な

身体的不調の治療にカラーセラピーとして活かされています。衣服やイ

ンテリアに適切な色を選ぶだけで、色の力を生活に上手に取り入れる事

ができます。カラーパワーをあなたの生活に活かしてみましょう！�



都心部における不動産の売却・購入や活用をお考えの皆さまに、安心と信頼のコンサルティングでお応えします。 

不動産に、知性を。 

資産活用 
土地や資産の有効な活用・運用について税理士を
はじめ各分野のエキスパートとともにお客様の 
ご要望に沿ったプランをご提案します。 

 

資産の有効活用と 
実行力のある相続・税務対策 

 

不動産投資 
 

グループをはじめリアルプランの豊富なチャネルで
物件取得後の煩雑な管理・運営まで 

サポートします。 
 

投資資産の情報提供から 
選定・取得に際しての分析・提案 

 

情報発信 
◆リアルプランホームページwww. 31 realplan.com
◆不動産情報誌「リアルプランニュース」無料提供 

◆不動産セミナー・個別相談会の実施 

不動産情勢の変化を捉え、 
タイムリーな情報提供 

 

購 入  
都心部の居住用・投資用・事業用不動産について

ネットワークによる豊富な物件情報を 
ご提供いたします。 

 

居住用から事業用まで 
豊富な物件情報をご提供 

 

売 却  
豊富なエリアデータと最新のマーケット情報をもとに
売却プランをご提案。効果的な広告とネットワーク 

を活かし、スピーディに対応します。 
 

資産を的確に評価、 
目的に合わせたご提案 

 

私たち「三井のリアルプラン」は、 
不動産資産形成のパーソナル・アドバイザーです。 

 

総合デベロッパー  

三井不動産 
新規分譲マンション・戸建の情報提供 居住系賃貸事業の運営・管理サポート 

三井不動産住宅リース 

戸建住宅･アパート建築の提案 

三井ホーム 
ライフプランに合わせたリフォーム提案 

三井ホームリモデリング 
スムーズな売却のためのリフォーム提案 

リハウスリモデリング 

安心な中古住宅取引のための建物調査 

リスペクト 
引越しやご入居時手配のバックアップ 

みらいふ 

快適居住空間のためのインテリアコーディネイト 

三井デザインテック 

駐車場経営による資産活用の提案 

リパーク 
豊かな高齢期の暮らしのご提案 

ケアデザイン 

全国232店のネットワーク情報の提供 

三井のリハウス 住宅営業本部　 
受託営業本部 三井不動産販売 

様々なサービスを提供する、三井のリアルプランネットワーク。 

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

代々木上原リアルプランセンター 
〒151-0064　東京都渋谷区上原3-43-1 代々木上原ペアシティー・アネックス1F 

03(5454)3131
FAX.03(5478)7022

　午前9時30分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

　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 

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

青山リアルプランセンター 
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-1-4 青山フラワービル2F 

03(3409)6131
FAX.03(5466)7265

　国土交通大臣（11）第777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 
　（毎水曜定休） 

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

目黒リアルプランセンター 
〒153-0064　東京都目黒区下目黒1-3-27 アセンド目黒6F 

03(3490)4134
FAX.03(5496)5618

　東京都知事（8）第40445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00分～午後6時00分 
　（毎水曜定休） 

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

田園調布リアルプランセンター 
〒145-0071　東京都大田区田園調布3 -1 - 1  

03(3722)1531
FAX.03(3722)4850

　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10時00分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

リアルプラン賃貸デスク 
〒112-0002　東京都文京区小石川5-1-1パーク･ノヴァ小石川1F 

03(3815)4351
FAX.03(3815)4352

　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10時00分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

E-mail  azabu@rehouse.co.jp

麻布リアルプランセンター 
〒150-0012　東京都渋谷区広尾5-4-12 大成ビル 

03(5789)3131
FAX.03(5789)4449

　国土交通大臣（11）第777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） 

E-mail  rpc-ginza-shiodome@rehouse.co.jp

銀座・汐留リアルプランセンター 
〒105-7190　東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンターB204 

03(3575)1133
FAX.03(3575)1122

　国土交通大臣（11）第777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00分～午後9時00分 
　（第一・第三 水曜定休） 

E-mail  rpc-meguro2@rehouse.co.jp

目黒リアルプランセンター第２営業グループ
〒153-0064　東京都目黒区下目黒1-3-27 アセンド目黒8F 

03(3490)2310
FAX.03(5437)7387

　東京都知事（8）第40445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00分～午後6時00分 
　（毎水曜定休） 

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

恵比寿リアルプランセンター 
〒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

03(5449)4320
FAX.03(5449)4650

　東京都知事（8）第40445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00分～午後6時00分 
　（毎水曜定休） 

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

成城リアルプランセンター 
〒157-0066　東京都世田谷区成城6-15-14緑蔭館1F 

03(5429)3170
FAX.03(5429)3171

　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10時00分～午後6時00分 
　（第一・第三火曜・毎水曜定休） 

不動産に、知性を。 
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■都心賃貸市場動向を見極める。 
    ～賃料で資産価値が決まる～ 

●税務セミナー 

投資用不動産は個人所有か法人所有か？ 

●住まいのカラー講座 

「インテリアに活かす色彩心理」 

 

 

●ブランドエリア紹介シリーズ ① 
「青山・表参道」 
 ＴＯＫＹＯ発のファッション情報は、ここから。 
地価上昇率が都心NO.1のエリアです。 

■別冊「都心部不動産物件情報」 

 

●資産形成事例研究 

悩める資産を生きた資産に！ 
 




