
　前職も家賃債務保証会社で、督促業
務に就いておりました。ニッポンイン
シュアが、同業務の求人募集を行って
いることを知り応募したのがきっかけ
です。当初は、福岡で督促業務を中心
に行っていました。今年の１月から夫
の転勤を機に神奈川支店の営業に異
動になり、4月16日からは、神奈川営業
事業所で業務を行っています。

　神奈川エリアへ販路拡大を目的とし
た異動でしたので、新規企業への訪問
営業が中心となります。前職も含め、事
務職が中心で営業は全くの未経験。1
月からの先輩社員との同行では、お客
様との話し方や営業するためにどのよ
うな知識が必要か、など学ぶことが多
かったです。

　人が好きなので、人と関わり合う仕
事にやりがいを感じています。人と関
わる部分では異動したばかりの営業も
異動前の督促業務も基本的には同じ

だと思います。

　異動前の督促業務に加えて、現在の
営業担当と、さまざまな経験を積み、
前職より成長できたことが嬉しいです。
今回の異動も前向きにとらえています。
自分自身、やらないで「できません」と
いうのは、好きではありません。営業は、
正直不安しかないです（笑）。努力は報わ
れると信じ、自分なりにチャレンジして
みます。何もやらずに諦めてしまうのは、
もったいないです。家賃保証のサービス
は、人と人とのつながりが大切だと思い
ます。少しずつでもクライアント様から
の信頼していただき、会社のために尽
くせたらと思います。

　身だしなみ、話し方は特に気をつけ
ています。会話の際は、相手の言いた
いことを汲み取り、相手の求めている
答えを正確に捉えるように常に意識し
ています。自分から何か伝えるときにも
結論から話し、“簡潔にわかりやすく”
を心がけています。

入社したきっかけは？

新築デザイナーズで差別化
　家賃収入で５億円の資産を築いた
オーナーこと、大城幸重オーナー（49）の
所有する賃貸住宅は、ＪＲ八高線倉賀野
駅（群馬県高崎市）から徒歩３分の住宅
地の中にある。明治初期までは、東京・
信越方面を結ぶ水運の舟場としてにぎ
わったという倉賀野だが、鉄道の敷設で
交通の流れが変わり、現在は静かな町だ。
　大城オーナーが賃貸経営に携わるよう
になったきっかけは、賃貸経営をしていた
祖父、耕作さんにある。祖父が所有して
いた古い借家の経営を高校生の時から
手伝っており、その後２８歳で２棟６室の
三軒長屋を継いだという。
　しかし、それらの物件も２０年前に建て
替え、ヨーロッパ風の外観が特徴のア
パートに生まれ変わった。「デザイナーズ
物件にしたことで家賃は周辺相場より１
割高めに設定していますが、ほぼ満室を
維持しています」（大城オーナー）。所有
物件も現在は９棟３５室まで増え、順風

満帆に見える大城オーナーだが、ここに
至るまでは、失敗と試行錯誤の連続
だったという。

トライ&エラーの満室に
　失敗と改善は常にセットになっていた。
大城オーナーが１棟目に建てた新築ア
パートは、子育て世代をターゲットに作っ
た２階建て４戸のアパート「レイルサイド
ヴィレッジ」だ。快適な空間で子育てをして
ほしいという想いから作った物件だったが、
試しに自分で住んでみたところ、“子育て
仕様”にはなっていないことを思い知った
という。外階段の幅が１．２ｍしかなく、
狭すぎてベビーカーがスムーズに運べな
かったからだ。また、ベビーベッドなど
子育て用品が増えてくると、部屋の狭さ
が気になった。
　そこで、２棟目の新築アパート「RL」
には、特注して横幅１．８メートルの外階
段を作り、広さも約５４㎡から約８０㎡に
広げた。
　3棟目の新築アパート「ridge east & 
west」では、良かれと思ったアイデアが
仇となった。開放感あふれるエントランス
にするため天井を高くした。しかしその高
さは、クモの巣がはっても掃除ができない
ほどだった。「建てたあとに清掃やメンテナ
ンスのことも考慮すればよかったと後悔し
ました」（大城オーナー）。

安さの裏にはリスクがある
　お金儲けのために利回り重視で初めて
購入した中古アパートも失敗のひとつだ。
地中にある配管の継ぎ目が地震でずれて

しまい、たびたび下水が敷地内のマン
ホールからあふれるという事態が発生した
からだ。大城オーナーは「休日に問題が
起きた時は業者が休みなので自分で
対処しなければなりませんでした。まさか
大家になって他人の大便の処理をすると
は思いもしませんでした」と苦笑いしながら
当時を振り返る。この経験から中古マン
ションには予期せぬ修繕リスクがあり、
安くても飛びついてはいけないことを学ん
だ。その後、この中古アパートは売却し
たという。

夢をかなえるための賃貸経営
　実は大城オーナー、２５年間教壇に
立ってきた教師の顔を持つ。昔も今も
変わらない指導方法に一石を投じるべく、
教員職は退いた。そして、長年の夢で
あったファイナンスとプログラミングを
教えるアフタースクールを２０１８年２月、
自ら、開設した。
  「これからは学歴ではなく、何ができる
のかが問われる時代です。在日外国人
の増加で英語は必須となります。その一
歩として英語でプログラミングを教えるプ
ログラムと、生活に欠かせないお金の知
識を教えるプログラムを提供しています。
将来、この教室からスティーブ・ジョブズ
のような生徒を出せたらと思っています」
と夢を語ってくれた。
　今後もアフタースクールの運営と賃貸
経営は平行する方針だ。大城オーナー
にとって賃貸経営は、この夢を持続する
ための基盤でもあるのだ。

梅雨の時期を代表する花といえばアジサイですが、土壌の性質
で色が変化することをご存知でしょうか。酸性の場合は青みが
増し、アルカリ性の場合は赤みが増します。そのため、酸性の強
い日本では青～青紫のアジサイが多く、アルカリ性の強いヨー
ロッパではピンク～赤紫のアジサイが多く見られるそうです。
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※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。 『ツイッター創業物語』ジャック・ドーシー

アイデアは誰にでもある。
問題は、アイデアの実行とあなたのアイデアの実現を助ける他人を引きつけることだ。

平成30年度 賃貸不動産経営管理士講習

賃貸不動産経営管理士講習
7月10日（火）
南近代ビル
福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10
17,820円（受講料） 
http://www.chintaikanrishi.jp/
measure/course/
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詳　細

会　場
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日　程

全国賃貸住宅新聞
5月15日（火）～16日（水）10:00～17:00
福岡国際センター
福岡県福岡市博多区築港本町2-2
無料
https://www.zenchin-fair.com/fair2018
_kaisai/kyusyu/

料　金
詳　細

会　場

賃貸住宅フェア2018　九州

主　催
日　程

住宅ビジネスフェア実行委員会
5月24日（木）～25日（金）
東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1
2000円（事前登録で無料）
http://www.ex-exhibition.jp/
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詳　細
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住宅ビジネスフェア2018

主　催
日　程

全国賃貸住宅新聞
6月12日（火）～13日（水）10:00～17:00
東京ビックサイト　西1・2ホール
東京都江東区有明3-11-1
無料
https://www.zenchin-fair.com/

料　金
詳　細

会　場

賃貸住宅フェア2018　東京

主　催
日　程

　筋ジストロフィーという難病を患う著者・岩崎航さん（37）
が紡ぎ出す詩集。次第に筋力が低下する病気で、現在は寝た
きり状態となり、日常生活の全てに介助が必要となった。日々
押し寄せる苦しみと葛藤する中でも全力で生き、小さな幸せ
と喜びを見出す姿が詩に映し出されている。

『点滴ポール
生き抜くという旗印』
ナナロク社
岩崎航（著）、　斎藤陽道（写真）

大城幸重オーナー（49）
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に関するトラブルがメディアでも盛ん
に取り上げられるようになり、引っ越
し先を探す人々の不安をあおってい
る。ある不動産仲介会社によると、「民
泊可物件」となって募集している場合、
それを避ける客が増えたという。
　そこで生まれた入居者向けの便利
なサービスがある。民泊物件の情報を
共有できる無料の投稿型民泊住所
地図掲示板「民泊マップ（旧Ravens）」
だ。同サイトにある地図から、どこに
民泊物件があるかを把握することが
できる。
　特区民泊や簡易宿所など合法物件
は、自治体の公開情報を元に同サイト
を運営する株式会社オスカー（東京都
大田区）が登録を行う。一方、ヤミ民泊
物件については、ユーザーからの投稿
によって登録される。現時点では、合
法民泊と簡易宿所が1275件、ヤミ民
泊が98件登録されている。
　ヤミ民泊の登録は、会員登録を行え
ば誰でも投稿することができ、閲覧は

会員登録なしでも可
能だ。すでに公開され
ている物件情報に他
のユーザーが追加で
投稿できるほか、悪意
のある投稿に対して
正しい情報を追加す
ることもできる。地図
上には「民泊」「合法民

泊」「簡易宿所」などと区分けされたア
イコンが地図上に掲載されている。

「証拠をつかめ!!」
　管理会社向けにヤミ民泊一掃のサ
ポートをするサービスも登場した。
2016年に探偵業を営む合同会社 
White Color（東京都品川区）の中山十
蔵社長（41）が立ち上げた「民泊バス
ターズ」だ。「民泊バスターズ」は探偵
のノウハウを活かし無許可民泊営業
の証拠をおさえるサービスだ。
  「まずは相談者とヒアリングを行い、
調査日を設定します。内定調査を行っ
たうえで現地調査に乗り出します。当
日は、対象物件で張り込みを行い、ゲス
トが出入りしている様子などを動画や
写真撮影したり、ゲストへインタビュー
を行ったりして証拠を掴みます。」
　主な依頼主は、大手の賃貸住宅管理
会社や分譲マンションの管理組会だ
という。「相談内容で一番多いのが『騒
音』です。同じゲストグループが複数
の部屋に分かれて泊まったケースで

は、廊下で延々と会話が繰り広げられ
ていた例もあります。次によくあるの
がゴミ処理問題です。その他、マン
ション内の他の入居者をナンパする
非常識なゲストもいます。管理会社や
他の住人が知らぬ間に、マンションの
エントランス付近に40個のキーボッ
クスが勝手に取り付けられていた例
もありました」（中山社長）。
　調査後は掴んだ「証拠」を依頼主に
送るところまでが同社の仕事だ。その
後は依頼主が弁護士などを通してホ
ストに内容証明を送り、民泊から撤退
してもらう流れになるという。調査料
金は、1日5万円～（6時間程度）だ。
  「現状では証拠をホストにつきつけ
たからと言って、必ずしもヤミ民泊を
辞めてもらえるとは限りません。ま
た、警察署へ苦情を出しても事件にな
らなければ、対応してもらえません。
保健所に行けば、ヤミ民泊のホスト宛
て警告書を出してもらえるくらいで、
それ以上は対応できないようです。民
泊新法が始まれば、罰金なども課され
るので、風向きが変わるでしょう」（中
山社長）。
　トラブルやヤミ営業が問題視され
るなか、健全で合法な民泊営業が求め
られていると同時にこれらのサービ
スが合法かつ良質な民泊普及の手助
けになることが期待されている。

　ユーミーコーポレーション株式会社（鹿
児島県鹿児島市）は、昨年 11月に、霧
島に賃貸仲介、建築、リフォームなどを
手がける霧島店をオープンさせた。
　ユーミーコーポレーションは、賃貸マ
ンションブランド「ユーミーマンション」
の建築や管理を行う企業として知られ
る。霧島店では、これらの事業に加え、
一般住宅のリフォームや売買、また独自民泊投資ブームの影で撤退物件急増

　6月15日の住宅宿泊事業法(以下、
民泊新法)の施行を前に、ヤミ民泊が
次々と姿を消している。大手民泊仲介
サイト「Airbnb」に掲載されている物
件データを独自に解析するウェブサ
イト「AirLABO」によると、2018年3月
の1カ月間で撤退したのは、5907件と
なり、新規の物件登録数の3024件を
大きく上回った。2017年10月から
2018年2月にかけての撤退件数は、
毎月3000件台で推移してきたが、民
泊新法施行まで3カ月を切った今、撤
退が加速しているようだ。
　背景には新法施行と共に過激化す
る価格競争がある。「1年ほど前から宿
泊価格を落とさないと部屋が埋まり
にくくなってきた」という声が複数の
ホストから挙がっている。民泊専門メ
ディア「Airstair」の調査によると、東

京の民泊物件数だけでも、2015年か
ら2016年の1年間で5942室から2.4
倍となる1万4252室に急増している。
ここ数年で訪日外国人観光客が増え
ているとはいえ、一部エリアでは寡占
化が進んでいるとの声もある。
　それ以外にも、平日の民泊営業禁止
という独自規制を設ける自治体が相
次いでいることも撤退要因のひとつ
に挙げられる。

 迅速な撤退をサポート

　2016年5月から民泊の運用代行を
行うスイッチエンターテイメント株
式会社（東京都新宿区）の川田雄大社
長（24）は、「運用代行の依頼と並行し
て撤退したいという相談も寄せられ
るようになってきました」という。そ
こで同社は、2017年2月から民泊撤退
サービス「撤退太郎」をホスト向けに
開始し、現在までに100件以上の依頼
を受けてきた。

　撤退予定日の10日前までに発注す
れば、撤退日前日に家具を撤去できる
ので、ぎりぎりまで営業することがで
きる。通常料金はワンルーム （30㎡ 
まで）２万9800円からで、退去日9～
3日前の依頼はワンルーム （30㎡ ま
で）5万円からだ。家具も同社が無料
で引き取るため、不用品回収会社に依
頼する手間が省ける。
　今までに依頼のあったホストの撤
退理由は、「収益が出ず赤字になった
ため」が50％、残りの50％は「管理組
合の規約変更で民泊禁止になったた
め」だという。マンション規約で民泊
が禁止されているにも関わらず、無許
可で営業していたことが発覚し、2日
以内に退居を命じられたケースも
あったという。

 パトロールでヤミ民泊を一掃

　ここまでは民泊運営者側（ホスト）
の話をしてきたが、住人側もこの民泊
ブームに困惑している。今や隣の部屋
がある日突然“民泊”へと変わってい
たということも珍しくないのだ。
　大手民泊仲介サイトの「Air bnb」で
は、物件住所は予約が確定するまで非
公開となっている。そのため、サイト内
で検索しただけでは正確な位置を割
り出すことができない。つまり、引っ越
し先の物件で民泊が行われているか
を事前に知るのは極めて難しい。民泊

Insure’s Choice

の戸建て商品である「ユーミーハウス」
の販売も行い、賃貸住宅以外の分野
も拡大・網羅する。
　不動産事業本部、霧島店店長の久
保司氏は、「ユーミーマンションの入居者
の多くはファミリー世帯。中には家を購
入するという理由で退去される方もいらっ
しゃるため、そういった方々にはユーミーハ
ウスを提案するなど、長きにわたるお付き

合いができればと思います」と意気込みを
語った。
　場所は、471号線沿い。営業時間は、
９時から１８時で、定休日は水・祝だ。
１階が店舗で、２階にはリフォームを検
討する人向けのショールームも完備され
ている。

Monthly Feature 今月の特集

空前の民泊ブームの結果、利用者が騒音トラブルなどを起こし、周辺住人
からクレームが発生するという事例が増えた。そんな中、民泊にまつわるトラ
ブルを解決するサービスが登場している。今号では、これらの企業の取り
組みと現況についてレポートする。

民泊トラブルはお助けサービスで解決

※写真はイメージです

※写真はイメージです

ユーミーコーポレーションが霧島店をオープン

ヤミ民泊とは？　「旅館業法」や「特区民泊」の認定を得ずに、ゲストから宿泊料を受け取り宿泊させている民泊のことを指す。

参考資料：国土交通省「住宅宿泊事業法に基づく民泊の管理業制度について」を基に編集部にて作成

住宅宿泊事業法（民泊新法）スタートまでの流れ
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15
3/

住
宅
宿
泊
事
業
法
開
始

都道府県
知事 YES

NO

登録者

未登録・違反者

民泊経営
OK

無許可営業者など
への罰則100万円
（見込み）。懲役刑の
場合は６ヶ月以下。

家主

家主

15
6/

▲民泊住所地図掲示板「民泊マップ（旧 Ravens）」

スイッチエンターテイメント
株式会社
川田雄大社長（24）

株式会社オスカー　
中込元伸社長（31）


