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生年月日

や物 件の更 新 業 務などにも携わりま

ました。元々、「ドラえもん」「スラム

した。外国人で仲介と管理両方の実務

ダンク」「ドラゴンボール」など日本の

を知っているのは珍しいということで、

アニメが好きでした。福岡市南区の日

3 年前からニッポンインシュアで審査や

本語学校を出た後、コンピューターの専

家 賃 管 理の仕 事をしています。振 込

門学校に1年通い、その後九州共立大

方法や更新料の意味など、来日したて

学で４年間経済を学びました。

の外国人はわからないことだらけ。自分

Q 日本語が堪能ですね。

でもそれは経 験していますので、どう

中国・鉄嶺市

稼いだので、新聞配達や配送会社の

考えながら対応しています。
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荷物仕分け、中華料理店でのホール業

Q 宅建の勉強もしているとか？

洋（さい よう）
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チーム」に所属し、モデルルーム作り

中国の高校を卒業した後、日本に来

崔

名前

Q 日本に来た経緯は？

大学時代の学費、生活費は自分で

務など、アルバイトに明け暮れました。

お役立ちセミナー・イベント情報
一般社団法人不動産経営イノベーション協会（FKI）設立記念イベント

主 催 一般社団法人不動産経営イノベーション協会
日 程 1月23日
（火）19：00〜21：30
会 場 WINE BAR 御苑バル 2号店

東京都新宿区新宿１-31-16 矢野ビル 4F
料 金 5000円
（要申込み・事前入金制）
詳 細 https://goo.gl/Va8ivg
家族信託セミナー〜家族信託を活用した最新相続対策〜

主 催 福岡相続サポートセンター
日 程 1月27日
（土）13:00〜15:00
会 場 福岡天神センタービル10F

やったらきちんと理解してもらえるかを

これまでに４回受けましたが合格には

お 陰で日本 語は難なく話 せるように

至れず・・・。２回、
１点足りませんでした。

なりました。大学卒業後、就職のため

GW 明けから試験当日までは、毎日2〜

に上京しましたが、外国人採用は難し

３時間勉強しています。なんとか来年は

くて内定を得られず・・・。現実の厳し

受かりたいですね。

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
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唯一無二。その景色を自分のものにし

人の購入が増えており、新築では、契

たいという人が現れれば相場より高く

約者の半数以上が中国人という建物

ハワイ不動産市況

ても売れるのがハワイ不動産の特徴と

もあるという。平均気温24度という温

もいえる。

暖な気候、治安の良さ、それに加えて、

30年間右肩上がり

島という特性から開発に限りがあるこ

の 話。仕 事をしながら、休みの日は、

肩あがりの上昇を続けている。
「Honolulu

だ。

募 集していると聞き応 募しました。仲

子供達を九州各地に連れて行くのが楽

Board of REALTORS」
によると、
2017

介店舗で 1 年働き、その後、管理部門に

しみです。日本 の 環 境は素 晴らしく、

年10月の一軒家とコンドミニアムの中間

償却期間は9年

移って管理も経験しました。「空室対策

色々なところに連れて行きたいですね。

価格は、
それぞれ、
75万2000ドルと39万

かある。サチ社長によれば日本人に多

7500ドルだった。1986年の同価格は、

いのが、減価償却による節税目的の購

それぞれ15万8600ドルと8万9800ドル

入だという。
「 加速度減価償却対象物

だったので、
30年の間で一軒家で約4.7

件」となれば償却期間は9年。例えばワ

倍、
コンドミニアムでは約4.4倍も上昇した

イキキビーチ沿いの Waikiki shore

ことになる。

#206 １ベッドルーム、
83万9000ドル

表１

の年間償却額は、
8万8561ドルとなる。

さを感じながら福岡へ戻りました。

Q

なぜ家賃債務保証の仕事に就いた
のですか？

不動産仲介で「外国人スタッフ」を

金 無料
（予約制）
細 https://area34.smp.ne.jp/area/card/

10033/00VuIC/M?S=ododk0scs0k

オススメ書籍

第1回資産運用EXPO

主 催 リード エグジビション ジャパン
日 程 1月25日
（木）
〜1月27日
（土）
会 場 東京ビッグサイト

東京都江東区有明3-11-1
料 金 5000円 (招待券持参者無料)
詳 細 http://www.am-expo.jp/
2018年新春不動産投資セミナー

主 催 日経CNBC
日 程 1月30日
（火）13:00〜15:15
会 場 日本経済新聞社東京本社ビル2階 SPACE NIO

東京都千代田区大手町1-3-7
料 金 無料
詳 細 http://www.nikkei-cnbc.co.jp/event/180130̲01

Q 将来の夢は？
日本と中国をつなぐ貿易の会社を興

ハワイの不動産価格は、
この30年、
右

したいと思っていますがそれはまだ先

『大家さんと僕』
新潮社

有馬
（ありま）
／細井
（ほそい）

担当

サチハワイ・パシフィックセンチュリー総合不動産
サチ・ブレーデン社長

矢部太郎
（著）

1 階には大家のおばあさん、2 階にはトホホな芸人の僕。

眺望が第一

挨拶は「ごきげんよう」
、好きなタイプはマッカーサー元

ハワイに8 0 0 0人いる不動産エー

帥（渋い！）、牛丼もハンバーガーも食べたことがなく、

ジェントの中で売上トップ3位以内に

僕を俳優と勘違いしている……。一緒に旅行するほど仲良

くなった大家さんとの “二人暮らし” がずっと続けばいい、

ランクインし、日本人エージェントとし

そう思っていた̶̶。泣き笑い、奇跡の実話漫画。

ては不動の１位をキープしているのが、
サチハワイ・パシフィックセンチュリー
総合不動産会社、サチ・ブレーデン社

心に響く金言 No,5
人間の世に立つには、武士道精神の必要であることは無論であるが、
しかし、武士道精神のみに偏して
商才というものがなければ、経済の上から自滅を招くようになる。ゆえに士魂にして商才がなければならぬ。
『論語と算盤』渋沢栄一

※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。

ニッポンインシュア
（株）保証事業部
TEL：092-726-1080
FAX：092-726-1082

$6,895,000 の超高級物件。
買い手が付いたばかり。
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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

旬 Photo

梅

2017年10月の中間価格
$ 752,000
一軒家
$ 397,500
コンドミニアム

とが安定したニーズを生んでいるよう

購入する時に着目すべき点はいくつ

購入後にどういった運用をするかも
重要なポイントだ。短期貸しか、賃貸
か、それとも自らがバカンスを楽しむ別
荘か 。短 期で貸 す 場 合 、ハワイでは

表2
ハワイの土地を購入した国 トップ５

ゾーニングにより貸せる期間が何日以
上と決まっているため注意が必要だ。

順位

国

名

購入数

購入額

産を購入するとき、何より重視されるの

１位

日

本

581

$ 753.7M

２位

カナダ

116

$ 102.0M

アもあり、短期旅行者向けの民泊はで

はビュー、つまり眺望だという。一番人

３位

中

国

30

$ 39.5M

きないことになっている。

気は 、オーシャンフロント 、次にオー

４位

香

港

21

$ 32.5M

シャンビュー 、ダイヤモンド ヘッド

５位

韓

国

12

$ 23.0M

ハワイの物件は管理料が2万ドル前後

760

$ 950.7M

が多く、管理料を考慮しなければ利回

長だ。サチ社長によると、ハワイで不動

ビュー、ゴルフ場ビューと続く。ゴルフ

合

計

例えば6カ月以上と定められているエリ

管理料も見るべきポイントの一つ。

場ビューが人気なのは、周りに遮るも

M＝million（100万）

されます。その際、京都の自宅に植えていた梅との別れを惜しん

のが何もないこと、広大なグリーンの

買い手は世界中から集まっている。

で詠んだ歌が〈東風吹かば 匂ひおこせる 梅の花 あるじなしと

景色を自分だけの庭のように思えるか

国籍別に見ると日本が最も多く、カナ

管理に精通したエージェントとうまく

て 春な忘れそ〉
。その後、梅の木は、道真を慕って一夜のうちに

らだそうだ。

ダ、中国、香港、韓国、シンガポール、

付き合うのがハワイ不動産投資の秘

オーストラリアと続く。近年特に中国

訣です」
（サチ社長）

学問の神様として知られる菅原道真は、ある日太宰府に左遷

京都から太宰府まで飛んでいったという伝説が残されています。

株式会社HelloNews編集部

info@hello-news.net

その場、その瞬間から見える景色は

りは大きく異なってくる。
「地元の事情や今後の開発エリア、

Monthly Future
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今月の特集

アプリを利用し業務を軽減

繁忙期、新アイテムで集客アップ目指す

毎年やってくるこの季節、
繁忙期の始まりだ。
インターネット集客は当たり前の時
代で、
2017年10月からは、
IT重説もスタートした。
集客面で新たな方法を模索し
ている不動産会社は多いだろう。
今回は、
新システム、
サービスを紹介する。

HPで街情報を発信

集客に有効な自社ホームページ（以

※写真はイメージです

す」
（同社・プロダクトマネージャーの
伊藤晶氏）
。

24時間入居者対応サービスノウハウを管理会社へ提供
問い合わせ（クレーム）対応のノウハ

さらに、収益面もサポートしていく。

ウを現場対応マニュアルとして作成し

レス Qセンターでは、自社管理物件の

株式会社
日本エイジェント
乃方 恭一社長（68）

た。このマニュアルを元に問題解決し

入 居 者やオーナーに前 述の「CLUB

ていく。管理会社は、ウェブ管理シス

RESQ」の会員化を促していく。会員

テムを利 用し、トラブルを管 理 する

化することでスムーズな対応やサポート

管理戸数約1万3000戸の日本エイ

「レスQ センターレス」本部としての役

を行えるだけではなく、会費収入で収

ジェント（愛媛県松山市）
は、11月に新た

割を果たす。入居者や現地で修理など

益を上げる仕組みになっている。立ち

なサービスをスタートした。「レス Qセン

を行うスタッフはアプリを利用する。サ

上げから3 年後を目処に管理物件の 6

ター」ネットワークサービスだ。

イト、アプリでは、教育や AI を使った

割の入居者、オーナーを会員化する取

同社は2006年、独自に24時間365

自動対応機能もあり、今まで対応して

り組みを行い安定収入へ導いていく。

日入居者対応をする専門部署「レスQ

きた入電数や現場対応数を大幅に軽

事業部」を立ち上げた。入居者トラブ

減することを目指す。

レットやトークマニュアルなど、実際に日

加盟店を募り駆けつけセンターの設立補助

本エイジェントの現場で利用している使

「CLUB RESQ」会員獲得のパンフ

同サービスは、不動産会社で勤務経

そんな時に便利なシステムサービスが、

験のあるゼネラルマネージャーの白井

ルを対応する自社スタッフ「レスQ 隊」

「Up tempo（アップ テンポ）」だ。不

靖人氏と伊藤氏が企画・開発に携わっ

を常駐させ、水周りや鍵のトラブルなど

もう一つの方 法が「TEAM RESQ

動産会社向けHP制作を行う株式会社

たことで、利用者目線の商品開発がで

に対 応している。通 常、管 理 会 社で

（チームレスキュー）」だ。これは、レス

FOURDIGIT ESTATE SOLUTIONS

きた。
「不動産会社勤務時代に使用し

は外部のコールセンターや警備会社と

Qセンターネットワーク加盟店を募る方

（フォーデジットエステートソリューシ

たシステムの使い勝手が悪かった。だ

提携していることが多い。自社独自で

法だ。加盟店に向けては、本格的なレ

費用は、次の通り。CLUB RESQ

ョンズ・東京都港区）が開発した。

からこそあったら便利な機能を取り入

顧客の行動が一目瞭然

専門部署を立ち上げ、自社スタッフを

ス Qセンターの立ち上げから収益アップ

が、初期費用 30万円、開業支援パック

顧客が自社 HP を閲覧した時間を営

常 駐させているケースは珍しい。今回

の営業支援などのサポートをしていく。

10万円、月額費用がシステム利用料

通常、HP（PC 版・スマホ版）管理、

れました」
（白井氏）
。

◀

下、HP）の運営は、時に負担を伴う。

いやすい、効率の良いツールを提供す
る。
チームレスキューが身につける制服、
手帳、工具セットも用意している。

物件管理、顧客管理、売上管理は、そ

他にも他社にはないサービスの一つ

業担当者に知らせる機能が特徴の一

11年培ってきたノウハウを全国の管理

具体的には、現地対応スタッフの教育

3 万円、
入居者アプリ利用料が 1 ユー

れぞれ別会社のシステムで個別に運

に物件周辺の情報記事の作成がある。

つ。通知方法は、メールでリアルタイ

会社に提供していく考えだ。利用方法

や入居者からの困りごと（クレーム）と

ザ ー あ た り300円 と な っ て い る。

営、管理される。しかし、Up tempo は

20 本分が標準装備され、掲載物件エ

ムに知らせる方法と一定の時間ごとに

は2パターンある。

の向き合い方の研修を行う。クレーム

TEAM RESQ が初期費用100万円、

HP 制作以外にも不動産仲介業務に必

リアに住むライターが執筆をする、リ

訪問した顧客の情報を知らせる方法が

1つは、「CLUB RESQ（クラブレス

として受け付けるのではなく、困りごと

開業支援パック 50万円、月額費用3

要な機能が集約されている。HP とシ

アルな街情報は、新しい場所のイメー

ある。また、行動履歴機能では閲覧し

キュー）」という入居者対応アプリを利

を解決し、人助けができる仕事という考

万円、ロイヤリティ 7万円、入居者ア

ステム管理が異なる場合、月平均16万

ジをより具体化させるのに役立つ。

た物件、間取り、広さなど物件情報が

用する方法である。同社が現在までに

え方を持たせ、モチベーションの高い

プリ利用料は、CLUB RESQ と同様

円前後かかるとされるが、
同システムの

営業活動を効率化

一目でわかるように表示され、面倒な

対応してきた12 万 件を超える相 談、

チーム作りをしていく。

だ。

物件収集と選別の時間を短縮

場合は、
初期費用が10万円からで、
月額

Cocolive 株式会社
山本考伸社長（42）

利用料が5万円と割安だ。
一本化により
コストダウンを実現した。

今ある自社HPを活用して営業効率を
あげるシステムも登場した。Cocolive

株式会社 FOURDIGIT ESTATE SOLUTIONS
写真左より、ディレクター・真崎礼子氏（29）
ゼネラルマネージャー・白井靖人氏（34）
プロダクトマネージャー・伊藤晶氏（36）

不動産会社での経験を商品開発へ

「既存の物件情報入力システムでは、

解析作業なども必要ない。顧客が物件
を閲覧する時間が色分けして表示され
るため、どの物件が気になっているか

Pick Up

的 に 投 資 計 画 書となる。平 均 約30分

などを推測することも可能だ。

旅行予約サイトを参考に

相場ではなく物件そのものの価値を算出

る。自動作成された投資計画書は、そ

複数の部屋探しサイトから収益性の高い

のままお客様への提案資料として活用で

最新物件を自動収集する機能を持つ。営

他にも閲覧回数、滞在時間ランキン
リーウェイズ株式会社
巻口成憲社長（46）

以上を要する作成作 業が数 秒で完了す

きる。

管理会社向けの「Gate.Screening」は、

業担当者が1つずつ検索する手間が省け

株式会社（ココリブ・東京都港区）が提

グ機能も付いており、過去 3 日、10 日、

供している営業支援システム

30日、90日に遡って確認することがで

「KASIKA（カシカ）
」だ。同社は 2017

きる。物件詳細では閲覧情報から物件

年1月に設立したベンチャー企業で、
5

タイプや間取り、販売価格の価格帯な

不動産、資産運用のコンサルティン

月から同システムの提供をスタートし

どニーズを解析する。HPアクセス時間

グや情報提供を行うリーウェイズ株式

資産価値下落予測と空室率予測も標準

めた不動産データを元に開発された。利

た。
スマホ1台で自社HPを閲覧している

帯、曜日、端末などまで把握できるた

会 社（東 京 都 渋 谷 区）は、人 工 知 能

装備していることだ。他にも物件評価額

用料金はひと月2 〜12万円で、利用する機

顧客の動きを把握できるシステムに

め営業活動を効率よく行える。

売買仲介会社向けの「Gate.Investment
Planner」は、物件を選択するだけで自
動的に投資プランが作成される。通常の
分 析サービスと異なるのは、賃 料 下 落、

るため、相場、実質利回り、全期間利回
りなど分析済みのデータから提案すべき物
件を効率よく探せる。
同サービスは、同社が約10 年かけて集

（AI）で収益物件の分析ができる投資用

推移予測、収益推移予測、キャッシュフ

能によって価格が変わる。「Gateを活用し

不動産取引サービス「Gate. Business

ロー表、一棟物件プランニングなど多数

た管理会社からは、分析結果を元に数値

Plan」
を提供している。同サービスは、

の機能が備わっている。さらに、投資条

で根拠を提示することで、オーナー様への

売 買 仲 介 会 社 向けと管 理 会 社 向けに

件を個別に設定することも可能だ。不動

家賃引き下げ交渉が行いやすくなったとい

1 つの物件情報を登録するのに平均約

なっている。
ITを苦手としている人でも

「弊社の山本が楽天トラベルの代表を

30分程度かかります。
Up tempoでは、

簡単に使いこなせるのが特徴だ。
現在、

務めていたこともあり、旅行予約サイト

タイピングしやすく入力枠を大きくし

自社で運営しているHPを活用し、
指定

と部屋探しをリンクさせたサービスを考

分かれ、投 資 家 へ 提 案を行う際 の 手

産の将来収益価値を人工知能で予測す

う声をいただきました」（巻口成憲社長）
。

た結果、
10分程度で作業できます。
HP

の場所にHTMLタグを追加するだけだ。

えました。今後も新たなサービスを考え

助けをしてくれる。約 5000 万件超の不動

ることで、相 場だけでなく物 件の価 値を

今後は随時アップデートし、新機能なども

の更新も、ドラッグ＆ドロップで簡単

初期費用０円で月額２万円から利用

ています」
（同社 戦略企画室 五十嵐真

産データを AI が分析し、その結果が自動

知ることができる。

追加していくという。

に各コンテンツをカスタマイズできま

できる。

由子室長）

