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敬遠された築古ビルを、
働きたい場所に再生させる

　東京・西麻布の交差点に5月、「テ
イショク西麻布」がオープンした。「テ
イショク」と言っても、定食屋では
ない。シェアオフィスだ。築49年の
ビルの住居スペースを改装し、屋上
を含む9つのレンタルスペースに再
生させた。テナントビルの賃貸管理
やビル経営のコンサルティングなど
を行う株式会社バリューレイズ（東
京都港区）が企画し運営している。

利用者からの思いもよらない要望
　当初はオフィスとして貸すことを
想定していたが、あえて用途は指定
しない方針とした。理由は、屋上や
ラウンジを撮影場所として使いたい
など想定外の要望があったからだ。
そのため、各レンタルスペースには

デスクを置いていない。また、クラ
ウド化が進んで書類などが激減した
ため、オフィスにありがちなキャビ
ネットも設置していない。こうする
ことで、スペースを広くし、利用者
が利用方法を自由に発想できるよう
にしているのだ。

“おもしろそうな場所”が人を呼ぶ
　PR方法もユニークだ。空きスペー
スを展示場としてアーティストに無
料提供する“アート内覧会”を実施
した。来場者に“おもしろそうな場
所”として認知させ、入居のきっか
けにつなげるのが狙い。6月は保護
猫写真家ねこたろう氏の写真展を開
催し、話題を集めた。

印象の良し悪しで入居率が変わる
　「国内の企業は、従業員数が5人以
下が大半を占めるため、10～20坪
程度の需要が大きいですが、そのサ
イズの良質な事務所は少ないです。
一方で都内には長期空室の築古ビル
が目立っています。古い内装や設備
のビルを敬遠する入居者が多く結果
的に、需要はあるが見合った物件が

ないというミスマッチにつながって
います」（同社 山田武男氏）
　内装の良し悪しは、テナントの入
居率にも直結する。改装と聞くと、お
金のかかるイメージがある。しかし、
全てを変える必要はないというのが
山田氏の考え。同社では、デザイン
や演出は考慮するが、変えるべき箇
所を見極め、コストをおさえた改装
「貧乏リフォーム」を実施している。
費用のかかる水回りは、塗装だけな
ど軽度の改修にとどめることもある。

外見だけにこだわりすぎない
　「ある企業が、1500万円かけて休
憩スペースを作ったところ、誰も使
わなかったという話を聞いたことが
あります。このようにハード面だけ
をよくするのではなく、ソフト面に
も注目すべき。周囲に気兼ねせず、
利用しやすい雰囲気を作ることも大
切です」（山田氏）
　同オフィスでは、コミュニティ内
の交流活性化を図るため、食事（ご
飯は無償、おかずは持ちより）を提
供する「フリーご飯会」を定期的に
実施している。「イベントを主催し
て、交流を盛り上げてくれる入居者
は大歓迎」だという。また、フロア
内の清掃は入居者同士で分担する。
こうすることで、新たなコミュニ
ケーションが生まれる。会社の垣根
を乗り越えた関わりができるのは、
シェアオフィスならではだ。

　ニッポンインシュアとのご縁は、遡
ると神奈川の建設会社、丸山工務所
に入社したことから始まりました。丸
山工務所の総務部に入社したのが、
平成20年の5月。その3カ月後の8月、
子会社に「ユーミーインシュア」とい
う自社保証会社が設立されました。以
前、私はノンバンクに勤務していたた
め、その経験を買われたのか、突如ユー
ミーインシュアへの出向を命じられま
した。そこから、「家賃管理」の業務
に携わることになりました。それから
の5年間は「家賃管理」一筋。しかし
今度は、「ユーミーインシュア」がエム・
サポート（現：ニッポンインシュア）
に事業譲渡される事が決定。当時のメ
ンバー３人とともに、当時エム・サポー
トに入社する形となったのです。

　エム・サポートに入った時、社員は
10名くらいでした。それが今では100

　料亭からコンビニ、家庭の食事に至るまで、あらゆる場所
で“うまい”を食べ尽くしてきた筆者。しかし、お気に入り
は「家の食事」だという。家で作る料理のヒントを外食から
得るという発想は意表を突いた美食論だ。賃貸業界の仕事に
置き換えると、業界外などの意見、発想を取り入れ自分なり
にアレンジすることで新しいビジネスモデルが実現するので
はないだろうか。元日本マイクロソフト（株）代表取締役社
長が記す、「コスパ飯」をぜひとも一読してもらいたい。

　打ち上げられた花火から奏でられる「ヒュ～」というあ
の音、誰しも一度は聞いたことがありますよね？実はこれ、
空気が切り裂かれて鳴っているのではなく、花火につけ
られた笛の音。「ドンッ」の前にわざとこの音を鳴らすこ
とで、こちらの期待を高めてくれる効果があったのです。

人体制になったから驚きです。私自身
もそうですが、会社も大きく成長して
来たと感じています。

　大変ですが、お家賃の支払いが遅
れがちのお客様が正常化した時は嬉
しいです。親御さんから「うちの息子
がきちんと家賃を支払うようになって
嬉しい」という電話をいただくことも
あり、そんな時は相談に乗り続けてよ
かったと思いますね。

　やはり数字です。以前神奈川支店の
未納の方の比率は、現在の6～7倍の
水準でしたが少しずつ減少して今の水
準まで改善できました。毎日100件以
上電話を掛けるのは大変ですが、この
数字を維持したいと踏ん張っています。

　一人で愛車に乗り、湘南をドライブ
しています。好きな運転がストレス発
散につながっています。

Insure Today

Insure Vision 入社からこれまで
紆余曲折があったとか。

めまぐるしく環境が
変わりましたね。

「家賃管理」の仕事は
大変なことも多いでしょう。

休みの日は？

どのようにモチベーションを
上げていますか。
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7月25日（火）～26日（水）10:00～17:00
東京ビッグサイト りんかい線 国際展示場駅 徒歩7分
無料（要登録）
http://www.zenchin.com/fair2017_kaisai/

日　程
会　場
料　金
詳　細

賃貸住宅フェア2017 in 東京

7月20日（木）14:00～15:30
株式会社いい生活本社
（東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビルB1Ｆ）
地下鉄日比谷線 広尾駅 徒歩3分
無料
http://www.es-service.net/seminar/

日　程
会　場

詳　細
料　金

いい生活 IT重説活用セミナー

無料
https://www.jpm.jp/app/semi66/index.php
こちらは申し込み制となっています。
席の空き状況を確認の上、ご参加ください。

料　金
詳　細

8月23日（水）14:00～16:00
TKP東京駅 日本橋カンファレスセンター
地下鉄東西線 日本橋駅 徒歩1分

日　程
場　所

家賃債務保証会社の登録制度に関する説明会

東京会場

8月4日（金）14:00～16:00
TKPガーデンシティ天神 地下鉄空港線 天神駅 徒歩0分

日　程
場　所

8月9日（水）14:00～16:00
トラストシティ　カンファレンス・新大阪
ＪＲ新大阪駅 徒歩5分

※日程などは変更になる可能性がありますので、各イベントＨＰでご確認ください。

日　程
場　所

福岡会場

大阪会場
受付終了

松下幸之助『道をひらく』より

人より一時間余計に働くことは尊い。努力である。勤勉である。だが、いままでよりも一時間少な
く働いて、いままで以上の成果を挙げることもまた尊い。そこに人間の働き方の進歩があるのでは
ないだろうか。

vo1.17
5 分で読める！ 次のアポ先でネタになる！
プロ目線の賃貸関連ニュース

インシュア通信の送付をご希望される方は、
お届け先のご住所、会社名、ご担当者名、電話番号 
をご記入の上、送信してください。

掲載されている企業や内容に対するお問い合わせはこちら　　株式会社HelloNews編集部 　　info@hello-news.net 

TEL：092-726-1080　
FAX：092-726-1082

ニッポンインシュア（株） 保証事業部

有馬（ありま）／細井（ほそい）担当

ニッポンインシュア株式会社
発行人：中島種敏
〒810-0001　
福岡市中央区天神二丁目14番2号 福岡証券ビル6階
TEL.092-726-1080  FAX.092-726-1082
取材・編集 ： 株式会社Hello News



zens 株式会社
町田龍馬社長（30）

▲京急横須賀中央駅から徒歩約5分のマンスリーマンショ
ンの一室。
民泊新法の営業日数上限180日制限により、通年運営
を行う場合は、民泊とマンスリーマンションなどを併用して、
効率的に運用することが必要になってくる。

気軽にチャット
で問い合わせ
ができる

新サービス

「IT重説はヘ
ッドセットを装
着し、Web
会議システ
ムやテレビ
電話などを
通して行う」
（渡辺氏）

「2～5月は好調
で、1泊6000
円から、8000
円に値上げして
もほぼ満室だっ
た」（関谷氏）

開 設 予 定の
「Zens Home」
サイトイメージ

▲民泊用の一室

予約・管理は予想以上に手間
→ 管理物件500棟、マンスリーマン
ション245戸などを運営する株式会
社シティハウジング（東京都大田区）
は、特区民泊※3を実施する大田区で、
2016年3月から Airbnbを介した民泊
運営を開始した。民泊用の物件は2戸
あり、開始から約1年半で30名のゲ
ストが宿泊した。
　部屋を月単位で貸すマンスリーマ
ンションと数日単位で貸す民泊に、
運営の違いはあるのか。民泊運営を
担当する関谷光昭課長に聞いた。「民
泊はマンスリーマンションの延長だ
と思っていました。しかし、マンスリー
より短い回転サイクルで、予想以上
に手間がかかっています」
　ゲストが替わる度に行う部屋の清
掃をはじめ、予約管理や問い合わせ

対応などの付帯作業も多い。また、
民泊を行うには役所での申請手続き
や物件の周辺住民への告知が必要だ。
さらに入退居時は対面で行う必要が
ある。（規定は自治体ごとに異なる）

日数制限がネックになる場合も
　「たびたび、2～3日だけ泊まりたい
という観光客からのお問い合わせが
来ます。しかし、大田区の民泊条例に
は最低宿泊日数6泊7日以上とあるた
め、お断りしなければなりません。区
内には羽田空港もあり利便性では申
し分ありません。同エリアにあるビジ
ネス客向けマンスリーの稼働率は年
間平均約85％程ですが、観光客向け
の民泊稼働率は約66％に留まってい
ます。日数規定がなければ、さらに集
客できると思うのですが…」（関谷氏）
　トラブルにも見舞われた。部屋の

暗証番号を忘れたゲストから夜中に
連絡が来たが、スタッフが就寝中で
対応できなかった。結局ゲストは部
屋に入れず、代わりに泊まったホテ
ルの宿泊代を支払った。現状は、社
内で24時間対応できる体制は整って
おらず、この一件以降、営業時間外
の対応はできない旨を伝えている。
　民泊事業拡大の是非や民泊運営代
行会社の活用など、今後の進展につ
いては検討中だという。

市場拡大に伴いライバル増加

　日ごとに拡大する民泊市場で、客
取り合戦が過熱している。そんな中
で、今期の売上高が前年比287％、
来期は2億円の売り上げを見込んでい
る企業がある。2014年8月よりAirbnb
向けの民泊運営代行などを行うzens
株式会社（東京都渋谷区）だ。同社
は現在までに、民泊運営代行を200
件以上、民泊向けリノベーションを
50件以上、民泊向け内装コーディネー
トを 150件以上手掛けた。Airbnb※1

の平均稼働率が66.4％※2となる一方
で、同社の運営代行物件の年間平均
稼働率は80%を超える。

5つ星の獲得に躍起
　同社の町田龍馬社長によると、民
泊の稼働率を上げるには次の四つの
ポイントが重要になるという。
　一つ目は「宿泊料金の最適化」。周
辺ホテルや民泊の宿泊料金を把握し、
需要と供給に応じて価格を変更する。
　二つ目は「5つ星レビューの獲得率
向上」。Airbnbの評価システムである
レビューで、ゲストからの最高評価で

ある5つ星を多く獲得することが、予
約率アップにつながる。
　三つ目は「泊まりたくなる客室写
真の掲載」。民泊に適した部屋に改装
またはコーディネートし、掲載写真
を魅力的にする。例えば、複数人用
の部屋では、全員で食事などができ
る大きなテーブルが好まれる傾向に
あるという。細かな需要にまで耳を
傾けることが重要だ。
　四つ目は「近隣トラブルの回避」。
予約時のやりとりなどを通してゲス
トの素行を審査し、問題があれば断
わることも検討する。そして、予約
確定後にはハウスルールや設備の使
用方法、ゴミ出し方法などのガイド
を送付する。できること、できない
ことの基準を明確に示し、近隣住民

からのクレームを防止する。

騒音センサーを設置
　同社では前述のポイントを踏まえ、
予約管理や問い合わせ対応、当日の
ゲスト対応、部屋の清掃までを一括
で行っている。8月からは騒音対策の
一環として、室内に設置したセンサー
の設定音量が規定を上回ると、スタッ
フからゲストに連絡が行くサービス
を開始する。
　「将来的には、賃貸管理会社などと
組んで、社会問題となっている空家
の有効活用を促進したい」と町田社
長は意気込む。→

サービスアパートメントとして
一般住宅の空き部屋を提供
　zens株式会社は、空き部屋をサービ
スアパートメント※として貸したい人
と、借りたい人をマッチングさせるサー
ビス「Zens Home（ゼンスホーム）」を
8月に開始する。マッチングは、独自の
専用サイトを通して行い、通常の民泊
と異なり賃貸借契約を結ぶ。最低宿泊
日数は1カ月からで、中長期滞在向け。

Insure’s Choice

　「入居者への連絡は、更新の時だけ」
「連絡が入る＝クレーム」と考えられ
ていた賃貸業界。そんな常識を覆す
「入居者と管理会社をつなぐ SNS」
が登場した。開発、提供をしている
のはパレッドクラウド（東京都渋谷
区）だ。サービス名は、社名と同様。
2016年2月から提供をスタートし、

現在、150万戸の賃
貸住宅で導入されて
いる。
　今まで電話や紙、
賃貸住宅の共用部で
連絡を行ってきたも
のを全てスマホアプ
リで行うというもの。
入居時に配布される入居のしおりや
設備の説明書などは、入居者のアプ
リから閲覧することができる。管理会
社、入居者間の連絡も電話ではなく、
チャットで行えるのも好評だという。

いよいよ10月に解禁
IT重説に取り組んだホワイトホームズ
　2015年8月より「ITを活用した重要事
項説明」（以下、IT重説）に係る社会実
験が行われている。株式会社ホワイト
ホームズ（東京都大田区）は、13件の
IT重説を実施した社会実験登録事業者の
一社だ。
　「当初は、Web会議システムを介して

行うことから“難しそう”という先入観
があり、登録から実施まで1年近くかか
りました」。実施に踏み切れたのは、IT重
説のために揃えた機材を使わないまま実
験期間の終了が翌月に迫ってきたから。
　結果的に IT重説自体は1～2回行えば、
スムーズにできることがわかった。「店
舗までの移動時間や交通費の負担が
減ったことで、遠方のお客様からは好評
でした。それ以外にも、例えば営業のゴー
ルデンタイムである土日に集中ちがちな

設備の説明書から
更新手続きまでアプリで完結

Pick Up

　さらにこれだけではない。解約、
更新などもアプリ上で行うことがで
きるのだ。今まで更新時に、発生し
ていた郵送、電話連絡など繁忙期業
務の軽減になる。
　その他、アプリ上でゴルフレッス
ン、ランニングなどの入居者イベン
ト、コンシェルジュサービスなど入
居サービスの提供を行い入居者満足
の向上につなげている。
　料金は、スタンダードプラン（ス
マホアプリの開発、運用費）が月額
30万円、初期費用は無料。

賃貸借契約を、平日の夜にIT重説で行え
ば、土日は来店対応や物件のご案内など
に時間を費やせます」（同社 渡辺広美氏）

Monthly Future 今月の特集

　訪日外国人の増加や民泊のマッチングサイト「Airbnb」の
登場で活況となった民泊市場。今年は、住宅宿泊事業法
（通称：民泊新法）が制定され、法整備化も進められている。
今特集では、民泊運営を代行で行う会社と民泊事業に参
入した不動産会社を取材した。

運営代行会社
不動産会社に聞く
民泊の現場

※1：Airbnb／一般住宅の空き部屋を貸したい
人と借りたい人をマッチングさせるアメ
リカ発のサービス　

※2：17年3月の東京都の数値／民泊データ分
析サービスBnbInsight 調べ

※アパートとホテルの中間の機能を持った
住居のこと。自宅のように部屋には洗濯
機やキッチンなど普通の生活を営むため
の設備がある。また、ハウスキーピング
などホテル同様のサービスも兼ね備え
る。礼金・敷金は必要ない。 ※3：特区民泊／「国家戦略特別区域」として「国

家戦略特別区域外国人滞在施設経営事
業」を定めた区域を指す
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