
心に響く金言　No,4

 「完全紹介制不動産会社」を貫く仲介
会社がある。誠不動産（東京都渋谷区）
だ。スタッフは鈴木誠社長とアシスタン
トの２人だけ。「ご縁ができた方には自
分の命（時間）を使って全力で部屋を
探す」と語る鈴木社長に話を聞いた。

　̶ 「̶完全紹介・完全予約制」を貫か
れていると聞きましたが、「完全紹介制」
の定義は？
　鈴木　紹介元の方が、知っている方で
す。友達の友達とか、会社の部下の友人
とか、紹介者の方が直接お知り合いでな
い場合はお断りしています。
　̶̶設立当時からずっとそのスタイ
ルですか？これまで何人を接客しました
か？
　鈴木　８年前の設立時から完全紹介
制です。接客した数は、正確にはわかりま
せんが、月20人として、年間240人。実際

には1200～1300人くらいでしょうか。
　̶ 「̶完全紹介制」にしようと思い始
めたのはいつから？
　鈴木　前職はノルマに厳しい不動産
会社で、お客さんの気持ちは無関係、た
だ数字を追うだけでした。それでも以前決
めたお客さんが来てくれたり、物件のダメ
なところを正直に話したら、それでも納得
して住んでくれた人がいたりして…。そうい
うのが続いた時に、これが本当の不動産
の仕事ではないかと思ったんです。
　̶̶現在進行形で接客している人
は何名いますか。
　鈴木　40人です。毎日探して、物件が
あったら連絡して内見に行くというスタン
スです。賃料帯は5万円から、事務所だと
150万円くらいです。
　̶̶大体どれぐらいの期間で、何件
内見したら決まるものですか。
　鈴木　平均すると2回から3回の内見
で、見る物件も5～6件。早い方は、1件見
ただけで決まることもあります。ご来店い
ただき、初回はヒアリングだけします。1時
間から1時間半だけ時間を取ってください
とお願いして、絶対に案内にはいきませ
ん。その方がどういう部屋を求めてるかを、
お客様と共有できるからです。
　̶̶決まるまで１年以上かかる人も
いると聞きました。気持ちを維持する秘
訣は？
　鈴木　見つかった時のことを考えると、
お互いにものすごくテンションが上がるの
で、見つけたいという気持ちがモチベー

ションを維持しています。同士みたいな感
じです。また紹介制の場合、その紹介元
の方もいらっしゃるので、例え１回でも悪
い物件は紹介できません。常に良い部屋
を紹介するという責任があります。
　̶̶一番売り上げが低かった時はい
くらでしたか？
　鈴木　一番低かった月で、80万円ぐら
いの時がありました。3年目くらいです。結
構悩みました。お金の問題というよりも、ど
んなに案内に行っても申し込みが入らず、
12日間続きました。僕の中では２日に1件
の成約というイメージなので、仕事自体を
間違えてるのかなと、すごく不安になりまし
た。でも13日目に決まって、1人で感動しま
した。
　̶̶いい物件に出会えると人生まで
好転する気がします。これからも良い部
屋探しをサポートしてください。
　鈴木　昔は、半地下だろうが日当たり
が悪かろうが駅から遠かろうが、何でも良
かった。その時に紹介したお客さんで、人
生が変な方へ行った方もいたかもしれま
せん。それは本当に申し訳ないこと。ひょっ
としたら、学校が遠過ぎて通えないとかも
あって、人生狂わしてしまったんじゃないか
と思ってしまいます。昔は、口コミだけで仕
事していた時代があったと思うんです。江
戸時代なら、あそこのお蕎麦屋さんおいし
いよとか、あそこの店主は気前がいいとい
う感じ。僕は特別なことはしていません。昔
からあるシンプルなやり方をこれからも大
事にしていきたいと思います。

　不動産会社に勤務した経験があり、
その経験を活かせると思い応募しまし
た。家賃管理部での採用でしたが、
11 月入社だったため、すぐ繁忙期に
入り、一時的な「応援」というスタイ
ルで審査業務から仕事をスタートしま
した。そのまま、正式に審査グループ
へ異動となり、現在も業務を行ってい
ます。

　居住用から事業用、また、自社保証
プランなど様々な基準を元に審査を
行っています。種類が多いため、慎重
に、なおかつスピーディーに審査を行
うようにしています。
　また、自社保証を利用している企業
様にとっては、滞納が発生すると、不
利益になってしまいます。入り口で
しっかり審査することを常に心掛けて
います。

　審査グループは、男性が少ない部

　近年、生き残り競争が激化している税理士業界。「顧問料比較サイトの
発展」「公認会計士、弁護士による税理士登録の増加」「クラウド会計ソフ
トの発展」により、税理士の顧問料は下がり続けています。このような状
況下で税理士が生き残るためには、会計業務や申告業務ではなく業種を
特化し、クライアントに親身に寄り添い、経営がうまくいくようにコンサル
ティングをすることが必須条件だと、著者は主張します。本書では不動産
に特化した新進気鋭の若手税理士が、税理士業界の現状を分析し、新時
代の税理士に求められる知識・ノウハウを徹底解説しています。現代社会
で戦う税理士必読の1冊です。

　日本でもすっかりお馴染みになったハロウィン。この日は
仮装した方々で街中が溢れかえります。しかしなぜ仮装する
のかご存知でしょうか？実は、人間がお化けなどの怖い仮装を
することで、その姿を見た悪霊を怖がらせて追い払うという目
的があるそうです。悪霊もお化けが怖いなんて驚きですね。

署なんですが、みなさんお話好きな方
ばかりで、親しみやすく働きやすい環
境だと感じています。
　事業用の審査は、審査対象者が大
きな企業の社長であることもありま
す。男性がいることで、安心、信頼な
どにつなげていきたいと思います。

　昨年入社してすぐの 11 月 19 日に
誕生日を迎え、40 歳になりました。
その際、入って2週間と日が浅いにも
関わらず、みなさんに祝ってもらった
ことに驚きました。また、社長からも
手紙や花束までいただきとても感動し
ました。

　サッカーをしています。中学 1年と
小学3年と息子が2人おり、コーチな
ども行っています。また、社会人チー
ムや三好不動産のサッカーチームにも
所属しています。将来、息子たちが大
人になってからも一緒にサッカーをす
ることが夢です。
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Insure Vision 入社したきっかけを教えてくだ
さい。

仕事の内容を教えてください。
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Q

お休みの日は何をしていますか？Q

インシュアに入って嬉しかった
ことは何ですか？Q

Q

どんな職場ですか？Q

11月8日（水）～1月14日（日）
東京ドームシティ Gallery AaMo
東京都文京区後楽1-3-61
1300円（大人）1100円（大学・高校生）800円（中学生以下）
https://www.tokyo-dome.co.jp/aamo/
exhibition/amanotakashi/

日　程
会　場

料　金
詳　細

天野尚 NATURE AQUARIUM展

9月27日（水）～12月18日（月）
国立新美術館
東京都港区六本木7-22-2
1500円（一般）1200円（大学生）800円（高校生）
http://www.tadao-ando.com/exhibition2017/

日　程
会　場

料　金
詳　細

安藤忠雄展 - 挑戦 -

※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。 『藁のハンドル』ヘンリー・フォード（フォード・モーター創業者）

　成功の秘訣というものがあるとしたら、それは他人の立場を理解し、自分の立場と同時に
他人の立場からも物事を見ることのできる能力である。

『「
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士
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』

（幻冬舎　担当編集者）

株式会社シノケンプロデュース
11月16日（木）、18日（土）、22日（水）
シノケンプロデュース東京ショールーム
東京都港区芝大門2-5-5
住友芝大門ビル1F
無料
https://www.shinoken.com/toushiseminar/

料　金
詳　細

会　場

不動産投資セミナー

主　催
日　程

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
11月18日（土）
長崎新聞文化ホール
長崎市茂里町3-1
無料（一部会場を除く）
https://www.jpm.jp/seminar2017/

料　金
詳　細

会　場

住環境向上セミナー2017

主　催
日　程

幻冬舎　
渡邊浩滋 （著）

名 前 圓田登（えんだのぼる）

2016年11月1日入社日

1976年11月19日生生年月日

保証事業部　審査課　審査グループ所属

長崎県壱岐市出身地

妻・長男・次男（４人家族）家族構成

vo1.19
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2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



　18年前から不動産業界に特化し、図面
作成ソフトの開発、提供している日本ス
キルズ株式会社（東京都中央区）。同社
の商品、SUPER Links（スーパーリンク
ス）は、間取り図や案内地図などを盛り込
んだ不動産チラシが作成できるソフトだ。
　その中でも好評なのが間取り図作成機
能だ。初心者でも簡単に作成できるという。
部屋、建具、設備の部品をクリックアンド

　株式会社ビューン（東京都港区）は、
賃貸住宅の入居者が無料でマンガや雑誌
を読める「ビューン読み放題マンション」
の提供を6月より開始した。販売先は共同
住宅のオーナーで、同サービスを入居者
の維持・獲得の一環として利用してもら
う。導入費用は共同住宅の規模によって
異なる。現在はインターネットを提供する
会社と、インターネットと読み放題をセッ
トで提供している。
　雑誌約100誌とマンガ1万5000冊以
上がインターネット回線を介して入居者
に無料で配信される。スマートフォンやタ
ブレット、パソコンから閲覧できる。特に
マンガが人気で、雑誌の9倍も読まれてい

るという。
　共同住宅向けのサービス自体は始まっ
たばかりだが、一部のオーナーからは「契
約更新してもらう動機になるし、退去防止
にもつながる」という声をもらっている（同
社 長尾浩樹氏）
　同サービスを取り入れたのは、ブロード
バンドなどを展開する株式会社レキオス
（沖縄県那覇市）だ。7月１日から「ビュー
ン読み放題マンション」をスタートし、同
社の管理物件に入居する600世帯に導入
した。年内には管理物件外の“レキオス
光レジデンス”を導入している1万世帯に
も広げる考えだ。
　同サービス導入物件の入居者の反応に
ついて、「お客様の反応は軒並み良好です」
（同社 長嶺将太氏）と語った。利用者の属
性は、単身者から家族までと幅広い。イン
ターネットを標準装備でつけるマンション
が増えてきたが、そこに「マンガ・雑誌読
み放題」というさらなる付加価値をつけて
入居者獲得を目指す。

リストラを機に発案

　ビジネスマンを中心に急速に利用者
数を拡大しているシェアリングサービス
がある。時間貸し会議室のマッチングサ
イト「Spacee（スペイシー）」だ。人気
の秘密はその手軽さである。「スペイ
シー」で借りたい場所を検索し、そのま
ま予約と決済を済ませれば、1 時間 500
円から会議室を借りることができる。オ
フィスの空いたスペースを貸したい人
（少しでも収益を上げたい人）と、少し
でも安く会議スペースを利用したい人
のニーズが見事にマッチした結果、2013
年のサービス開始からわずか 4 年で累
計利用者数は100万人を突破した。
  「スペイシー」を始めたきっかけを、株
式会社スぺイシー（東京都中央区）の内
田圭祐社長は、「リストラだった」と振り
返る。内田社長は、前職で 30 人いた社
員を4人まで減らすリストラを敢行した
という。「人数が減った分、オフィスの
スペースが余ってしまった。ところが契
約上の問題で、すぐに退去することが
できなかった」（内田社長）。その後、小
さいオフィスに移ったはいいが、今度は
「会議ができない」という悩みに直面し
た。隣にふと目をやると仕込み中の居酒
屋の客席スペースは空いている・・・。
これらをマッチングすることはできない
かと考えたことが現在のビジネスモデ
ルのきっかけとなったそうだ。

　サービスを考えていく上で、サイト上
で予約、決済まで完結するプラット
フォームを作ることにした。
　「借りやすさを考えた時に値段にもこ
だわり、安価で借りられることを重視し
ました。そのため、ワンコインから借り
られる会議室を掲載しています」（内田
社長）
　１年後には、掲載する会議室も１万室
まで増やしたいと意気込む。

掲載料すべて無料の掲示板
　「地元の掲示板、ジモティー」という
テレビCMを見たことがある人は多いだ
ろう。ジモティー（東京都品川区）は、
あるようでなかったインターネット上の
掲示板「ジモティー」を運営している。
近所の人たちがサイト内でモノを譲渡
するというものだ。手放したいモノがあ
る人は、サイトで「あげます」「譲ります」
の投稿をし、それらが欲しいと思った人
が手をあげる（申請する）という仕組み
だ。昔、スーパーに「あげます」「探して
ます」のカードが張り出されている掲示
板があったが、まさにそれをネット上で
行うサービスだ。

　個人でも法人でも利用可能で、最大
の特徴は、基本的には無料で誰でも投
稿、閲覧することができるという点だ。
また、投稿者も「あげます」が基本で、
費用が発生しても低価格でお得感が得
られるモノが多いという。譲渡が成立し
た際も費用は一切発生しない。
　一見不動産とは、関係ないように見
えるのだが、カテゴリーのひとつに「不
動産」がある。「不動産」は、サイト設
立当初からあり、海外にある同じような
サイトでも人気の分野だという。売買、
賃貸どちらもあり、不動産会社が投稿
しているケースが多い。オーナーが投稿
している場合でも契約に至った場合、
仲介会社などの手配は、オーナーに任
せている。
　不動産を掲載する際のポイントは、
やはり、写真の見せ方だ。また、利用者
層からは、高級でハイクォリティな物件
より、相場より家賃が安い物件や仲介
手数料が無料など手頃な物件に反響が
あるそうだ。
　おとり広告などの対策はどうか。小野
有美取締役はこう解説する。「ジモ
ティー掲載投稿規定に不動産問わず、
物品でも架空の物の掲載は NG にして
います。投稿したもの全てについて、裏
をとることはできないので、ユーザーか
ら指摘があれば、問題行動をしている投
稿者に個別で対応しています。不動産
のカテゴリーは成長分野。無料で投稿
でき、特に地元向けの情報とは相性が
良いので是非利用してもらいたいと思
います」

Insure’s Choice ドロップで並べて行くだけで完成する。
　昨年10月からは、SUPER Links WEB
版をリリースした。利用登録だけ行えば、
間取り作成機能が利用できるサービス
だ。フリーアカウントプランでは、料金が無
料で間取りの作成が可能になる。作成回
数は無制限だが、クラウド上での作成
データの保存は、3点までという制限が付
いている。PC上での保存は自由にできる。
　さらにビジネスアカウントプランも用意
した。年間6000円で作成回数、クラウド
上でのデータ保存が無制限になっている。

相互理解を手助けする
外国人向け国内不動産情報サイト

　外国人の間で話題の国内不動産情報サイ
トがある。国内外の外国人向けに日本の不
動産情報を発信するウェブサイト「リアルエ

ステートジャパン」だ。月間18万人のユニー
クユーザーを持ち、物件への問い合わせは、
アメリカ、イギリス、オーストラリアのユー
ザーを中心に年間3万件ほどある。
　単に外国人向けの不動産情報を載せるだ
けではない。プロの外国人ライターが外国人
の目線で、日本の生活習慣や独自の慣習で
ある敷金・礼金など、部屋探しに必要な情
報を発信している。
　来日したばかりの外国人は、部屋探しに必
要な最低限の知識がないため、探し始める
前からつまずくことが多い。例えば、部屋を

Pick Up

　コスト以外に
もバージョン
アップの作業が
不要、個々のパ
ソコン環境によ
るトラブルを軽
減できるなどメ
リットが多い。
　昨年 10月からスタートし、現在約
2000アカウントの登録があるという。
今後、5000アカウントを目指していく
考えだ。

借りる時に必要な日本で使える携帯電話や
日本の銀行口座がないことがある。また、「六
本木に40平米で家賃が5万円程度のマン
ションに住みたい」など無謀な希望を送る外
国人も存在する。そこで同社では必要最低
限の知識を伝えるべく情報発信をしている
というわけだ。
 　「外国人とはいえ、日本の習慣を理解する
ことも大切です。一方で、不動産会社も面
倒くさがらずに必要最低限は対応すべき。
何よりお互いに歩みよることが大切です。」
（同社 北川泰浩ゼネラルマネージャー）

Monthly Future 今月の特集

  「シェアリングエコノミー」は最近、雑誌やテレビでよく耳にする言葉だ。モノや
場所、空間を共有する経済、ビジネスのことを言う。代表的なサービスとして挙げ
られるのが「Airbnb(エアビーアンドビー）」だ。同サービスを皮切りに日本でも
様 な々新しいビジネスが生まれている。

不動産業界に押し寄せるシェアエコ

業界関係者をつなぐハブオフィス

　今やあちこ
ちに点在する
コワーキング
スペース。そ
んな数ある

オフィスの中でも珍しく不動産業界関係
者に特化した場所がある。「ニコニコ・オー
ナーズ・スクエア」（東京都新宿区）だ。入
会資格は、不動産オーナーなど業界関係
者に限定される。
　地方在住の不動産オーナーが東京出
張時の活動拠点として利用する例もある
という。会員以外にも開放しており、不定
期に不動産セミナーや交流会などが開催
された。
　運営するリアル・スター・コラボレーショ
ン株式会社（東京都新宿区）の星龍一朗
社長は「オフィスにいながら同じ業界の人
と交流でき、横のつながりが持てる点が
利用者に好評です」と語った。

マンガ・雑誌読み放題で入居者獲得

株式会社リアルエステート
ジャパン
北川泰浩ゼネラル
マネージャー（34）

株式会社ビューン
長尾浩樹氏（36）

※写真はイメージです

▲様々なイベントが開催

◀
色
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

無料の間取り作成ソフトを提供

◀
簡
単
に
間
取
り
を
作
成

株式会社スぺイシ―
内田圭祐社長（37）


