
　前職でも家賃債務保証会社で6年間
営業、家賃の案内業務を行っていまし
た。退職後、転職活動をしているときに
再度、保証業界で働きたいと思い、ニッ
ポンインシュア入社しました。福岡に
住んでおり、福岡で本社勤務というとこ
ろも惹かれた理由の一つです。

　民法が改正され、施行される2020年
以降、今まで以上に連帯保証人ではなく
機関保証会社のニーズが高まると考え
ます。成長する業界であると思いますし、
この業界に面白さを感じています。オー
ナー様、入居者様に家賃債務保証会社
をもっと広めていきたいです。

　入社して2～3カ月は、新規不動産会
社への訪問が中心でした。今やどこの不
動産会社も2～3社保証会社を利用して
いるケースが多くすぐに契約ということ
はなかなか難しいです。しかし、継続的に
訪問し、ニッポンインシュアの商品の特

徴や他社にはない強みなどを根気強く
伝えていきたいと思います。
　最近は、既存の不動産会社も担当さ
せていただくことになりました。誠意を
持って各社の悩みを解決できるようお
付き合いしていきたいです。

　前職からそうでしたが、一度訪問したら
“宿題”をもらうようにしています。次の
訪問につなげるためです。宿題の内容は、
保証範囲の細かなことなど商品の内容や
賃貸業界で話題になっていること、世間
で起こっていることなど多岐に渡ります。
次回の訪問時には、資料にできる内容で
あれば、資料にしてお持ちしています。

　昨年12月に結婚したのですが、妻と
二人で食べ歩きしています。博多は、美味
しいお店がたくさんあるので行きたいお店
がたくさんあります。

　ニッポンインシュアで責任のある立場に
なることです。「ニッポンインシュアの営業と
言ったら藤原」と言われるようになりたいです。

入社したきっかけは？

自立のための卒業制度
  シングルマザーによるシングルマザーの
ためのシェアハウスがある。２０１７年１月に
オープンしたシングルマザー自立支援シェ
アハウス「パークリンク米野Ⅰ・Ⅱ」（愛知
県名古屋市）だ。同ハウスは、一風変わっ
たシステムで運営されている。大きな特徴
は、シングルマザーが仕事をしながらであって
も、子どもと過ごす時間を確保できるよう、
業者による宅食サービスや清掃、就業支
援がセットになっていることだ。また、通常
のシェアハウスとは異なり、自立支援を最
終目的としているため、仕事を見つけて経
済的に安定する約１年後を目標に“卒業”
するシステムになっている。初月は家賃が
無料で、礼金・敷金・仲介手数料も０円
という驚きの設定。日々のやりくりに四苦
八苦しているシングルマザーにとっては大
助かりだ。２カ月目からは家賃５万６５００円
（光熱費・宅食を含む生活支援サービス

等含む）、２年目以降も住むことは可能だ
が、家賃は８万５０００円へとアップする。
こういった家賃設定からも“支援”が目的と
されていることがわかる。低家賃を実現す
るのは、賛同者たちの支援だ。毎月継続
で寄付を行うマンスリーサポーターは、月額
1000円から、法人は一口１２万円から受
け付けており、これらの支援金で支えられ
ている。

きっかけは自身の経験から
　同ハウスを企画・運営するのは、シング
ルマザーへ向けた支援サービスを提供する
株式会社リンクリンク（愛知県名古屋市）
の大津たまみ社長だ。自身、息子が９歳
の時にシングルマザーになったという経験を
持つ。同じような思いをしてほしくないという
思いがハウスを作ったきっかけだ。
  「離婚後は、ひとりで子供を育てながら
アルバイトをしていたので、息子と一緒に
過ごす時間がありませんでした。息子にし
てあげられなかったことを、このハウスで実
現しているんです。例えば、掃除や宅食
をセットで提供することで、母親が少しでも
子どもとの時間を増やせるような工夫をし
ています」（大津社長）

　離婚後は食費を切りつめるほど経済
的・精神的に苦しい時もあったというが、
明るさだけは失わなかった。「納豆しか食
べられなくても、息子には『納豆豪華ご
はん』と言っていました」と、どんな状況
でも前向きになるよう心掛けていたそうだ。

家族との時間を大切に
　起業し、社長となった現在は休日も関
係なく働く。「当時は小学生だった息子も
今や２２歳。子供の頃から状況を理解し
て食事の支度や掃除をしてくれました」と
いい、息子の協力なしでは子育てと仕事
の両立はできなかったと目を細めながら
振り返る。今も家族と過ごす時間だけは
大切にしているという。
　近年は一人っ子が増えているが、ハウ
スに帰れば、同世代の子どもやその母親
と交流できる。今まであまり笑わなかったの
に、ハウスに引っ越してから笑うようになっ
た子もいるそうだ。
　どこへ行くにもトレードマークの赤い
バンダナとエプロンを身につけている大津
社長は、FC展開で全国に１００棟の「パー
クリンク」を作ることが今後の目標だと、
とびきりの笑顔で語った。

「土用丑の日」といえば、鰻を食べる日。ですが、実は鰻の旬
は冬。江戸時代、夏場は鰻の売り上げが落ちてしまうという
ことで、ある鰻屋が「本日丑の日」と張り紙を出し、丑の日に
ちなんで “う” から始まる食べ物を食べようと宣伝しました。
この習慣が広まり「土用丑の日」が定着したそうです。
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Q

仕事の内容は？Q

心がけていることは？Q

なぜ再度、保証業界で働きたいと
思ったのですか？
Q

お休みの日は何をしていますか？Q

将来の夢は？Q

※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。 ジャック・ウェルチ（ゼネラル・エレクトリック社の元最高経営責任者）

良きビジネスリーダーは、ビジョンを創り出し、それを明確な言葉にする。
そしてそのビジョンを情熱的に保有し、容赦なくそれを実現に向かわせる人間である。

全国賃貸住宅新聞
9月4日（火）～5日（水）10:00～17:00
アクセスサッポロ
北海道札幌市白石区流通センター4-3-55
無料
https://www.zenchin-fair.com/fair2018
_kaisai/sapporo/

料　金
詳　細

会　場

賃貸住宅フェア2018　札幌

主　催
日　程

株式会社リフォーム産業新聞社
7月17日（火）～18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
http://the-bars.com/

料　金
詳　細

会　場

リフォーム産業フェア　2018

主　催
日　程

ジャパン建材株式会社
8月24日（金）～25日（土）9:30～17:00
東京ビックサイト　東1～3ホール
東京都江東区有明3-11-1
無料
http://www.jkenzai.co.jp/jkfair/about/

料　金
詳　細

会　場

ジャパン建材フェア

主　催
日　程

　主人公の「鳥居」は、両親の離婚、母と友人の自殺、養護
施設での虐待、路上生活と命を削られるような経験を重ねて
きた。そんな彼女は短歌と出会い、日々の暮らしを歌として
表現するようになった。過去の重い記憶を抱えながら必死に
生き続ける彼女の半生を描いたノンフィクション。

名 前
藤原 玄太
（ふじわら げんた）

2018年２月１日
入社日

1986年４月６日生
生年月日

保証事業部
所属

福岡県糸島市
出身地

妻と犬（いちごちゃん）
家族構成

賃貸不動産経営管理士講習

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
7月18日（水）～19日（木）
TOC有明
東京都江東区有明3-5-7
17,820円（受講料） 
https://www.jpm.jp/app/chintaikanrishi/

料　金
詳　細

会　場

主　催
日　程
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株式会社 リンクリンク
大津たまみ社長

旬 Photo　　鰻（うなぎ）
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お役立ちセミナー・イベント情報

『セーラー服の歌人 鳥居』
株式会社KADOKAWA　岩岡千景（著）
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5 分で読める！ 次のアポ先でネタになる！
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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



　不動産会社の繁忙期といえば、入居者

の契約・更新・解約手続きを始めとする業

務が波のように押し寄せる。そんな時に

便利なのが、内見代行スタッフの手配

サービスだ。株式会社セールスアウト

ソーシング（東京都新宿区）が2018年1月

より始めた。不動産会社の依頼に応じて

内見スタッフを手配し、部屋の案内を行

うというもの。契約形態は1日4時間単位

からの派遣と、1日2件単位から依頼でき

る請負にわかれる。料金は、派遣が時給

2000円、請負が1件4000円となってい

る。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉

だが、今後は全国に拡大していく。スタッ

フの採用と研修は同社が行っており、内

見時は内見者からの基本的な質問には

対応できるようにするという。派遣・請負

スタッフの8割が不動産業務の経験者、

そしてうち5割が宅建資格保持者だとい

う。同社の磯裕章社長は「繁忙期後も、引

き続き指名いただくスタッフが数名おり

ます。クライアント企業様からは、従業員

の時間外業務の軽減や、休暇の確保がで

きたという声もいただいています」と反

響について話した。

１８０日制限に活路

　住宅宿泊事業法（民泊新法）が6月15日
から施行され、180日の営業制限がかか
るようになった。年間を通して民泊営業
をする場合は、簡易宿所や旅館業の許可
を取らなければならない。しかし、一般の
住宅（賃貸住宅も含む）が許可を得るため
には、簡易宿所や旅館業許可の基準に
合うよう改修が必要となり、多額の費用
がかかってしまうケースが多い。そこで月
単位で部屋を貸し出すマンスリー事業に
注目が集まっている。マンスリーと併用
することで、簡易宿所や旅館業を取得せ
ずに通年稼働させることができるからだ。
　マンスリー事業や社宅管理代行を行う
司ネットワークサービス株式会社（東京
都新宿区）の宮崎壮社長によると、2年
半ほど前からマンスリーと併用して貸し
たいという問い合わせを受けるように
なったという。当時、民泊の供給がふくら
んだことで稼働率が低下し、それを埋め
合わせる形で予約の入らなかった期間を
マンスリーとして貸し出したいと希望
するオーナーが増えた。

予約受付期間を区切る
　民泊とマンスリー、時に、ウィークリー
を併用するポイントは、始めの180日は
民泊のみで予約を受け、残りの185日は
マンスリーの予約のみを受ける形で区
切ることだと宮崎社長は説明する。その
理由を、「民泊は3～4カ月先の年末年始
に3日間という具合にピンポイントで予

約が入ります。一方、マンス
リーの場合、12～2月の3カ月
間利用したいと問い合わせが
くるので、年末年始に数日でも
予約が入っていると、そこに壁
ができて予約が受けられなくな
るからです」と話す。ちなみに観
光シーズンである３・４・７・８・１
２・１月を民泊、それ以外の月は
民泊の予約を受け付けずにマ
ンスリーとするのがおすすめだという。
　同社では、マンスリーの運営代行を請け
負っており、料金は、初回の登録料3万円
（税別）に加え、代行手数料（宿泊料から
清掃費を除いた金額）がシングル15%、
ツイン以上12%だ。集客は、マンスリーマン
ションのポータルサイトに物件を掲載する
ほか、同社のリピーターを送客するという。
　民泊オーナーからマンスリーについて
の問い合わせは、以前であれば週に1～3
件程度だったが、民泊の届出・登録申請
が始まった３月以降から徐々に増え始
め、５月に入ってからは、週7件ほどまで
増えたという。

新しい住宅のカタチ

　東京スカイツリーのおひざ元に、話題
のシェアリングをコラボレーションさせ
た物件「Asakusa 1976」（東京都台東
区）が存在する。「Asakusa 1976」は4
階建てで、1階は旅館業を取得し、一部屋
最大4人が宿泊できるホテルだが、2階
から4階はシェアハウスとして運営して

いる。1つの建物内にホテルとシェアハ
ウスが存在し、住人と旅行者は交流を楽
しむことも可能だ。暮らしをより豊かにす
るという観点からこのようなハイブリッド
型となった。シェアハウスは全部で4室あ
り、家賃は5万～7万円+水・光熱費で、
現在は満室だという。ホテルは1泊1万
7000円から宿泊できる。ホテル予約サ
イトのbooking.comや民泊仲介サイト
Airbnbから予約可能だ。ちなみにAirbnb
の違法物件が一斉削除されたことで、ホ
テルの予約率が上がっているとのこと。
「Asakusa 1976」の運営を行う株式
会社Livmo（リブモ・東京都千代田区）の
源侑輝社長によると、全フロアを改修
すると費用が割高となるため、1階のみ
改修して旅館業を取得したという。
　源社長は「部屋を細かくわけて貸し出
すシェアハウス、1日単位で貸し出す民
泊。どちらも賃貸住宅の延長線上にあるも
のだと思います。旅館業を取得すること
で、このふたつをスムーズに共存させるこ
とができます」と説明。
　ひとくちに物件を貸すといっても様々
な切り口があり、必要な用途・期間でニー
ズにあった貸し方を工夫する時代になっ
たといえる。

住宅宿泊事業法（民泊新法）が6月15日から施行され、様 な々規制ができた。通常の民泊事業者登録では、
通年営業できないことから、民泊をやめるホストもでてきている。今回、貸し方を変えることで、通年営業ができる
方法をお伝えする。 　不動産ポータルサイトや情報誌とは異な

る切り口で入居者獲得を可能にしたのが、
ユーザー投稿型のアプリ「じぶん仲介」だ。
アプリを開発したのは、株式会社スタイリィ
（東京都渋谷区）の中村岳嗣社長だ。こ
のアプリを使うと、部屋探しをしているユー
ザーが住みたい街に住んでいるユーザーか
ら事前情報を得た上で物件探しができ、現
時点では全て無料で使うことができる。
　部屋探しをしているユーザーは、退居予
定の入居者、または街に住むユーザーが投
稿した部屋情報や街情報を閲覧したり、掲
示板を通して投稿者に質問したりできる。ま

た、通勤先最寄り駅や通学先などを入力す
ると、そのユーザーの生活スタイルに合った
街をアプリがおすすめしてくれる。
問い合わせボタンを押すと、「じぶん仲介」
と提携する不動産会社とつながり、問い合
わせができる。成約すると投稿者に５０００
円分のギフトカードが送られる。提携会社は
全国に３０社あり、各社の管理物件数を合
わせると約１００万戸に達する。
　管理会社にとってもメリットは大きい。こ
のアプリを自社管理物件の入居者に活用し
てもらうことで、退居予定者が次の入居者
を見つけるため、空室率を抑え稼働率アッ
プにつなげることができる。さらに、不動産

会社は成約した時のみ同社に報酬を支払う
成功報酬型となっているため、無駄な広告
費の削減もできる。また、退去予定者は臨
時の報酬を得ることができる。
　２０１６年の秋から案内を始め、２０～３０
代前半の若者を中心に１０００回以上ダウン
ロード（２０１８年6 月時点）されている。
　同社の中村社長は、開発理由を「口コ
ミで部屋探しをするという発想は、インター
ネットも情報誌もない時代、ごく普通の光
景でした。これをヒントに現代のアプリにお
とし込んだのが“じぶん仲介”です」と説明。
次の繁忙期に向け、「じぶん仲介」の改
良を続けているという。

Pick Up
口コミで部屋探し

内見代行で繁忙期を乗り切る

▲ホテル「Asakusa 1976」

　ごちゃごちゃとチラシが貼られ、時には期限

切れのお知らせがそのままになっているマン

ションの掲示板。苦労して貼っても読まれず

に素通りされてしまっている、なんてこともある

だろう。そんなエントランスの状況を改善する

掲示板が登場した。

　クロスメディアネットワークス株式会社

（CMN : 福岡県福岡市）の開発した「IOT

サイネージ」だ。同商品は紙の掲示物を電子

化してパネル上に表示させるいわゆるデジタ

ルサイネージだ。入居者のスマホに専用ア

プリをインストールすれば、サイネージに接近

した登録者の属性に合わせ、自動で表示内

容を変えることも可能だ。また、プッシュ通知

により、スマホ内にお知らせを表示する機能

も備えている。そのため、ゴミの収集日などうっ

かり忘れやすい情報を必要なタイミングで入

居者へ伝達できるのだ。

　同商品は管理会社側の手間も軽減す

る。従来ならば、管理物件毎に手動作業で

掲示物の張替えや撤去をする必要があった

が、それらが不要になる。

　また、管理者はオンラインクラウドを通し、

一度の配信作業で各管理物件内に設置し

たサイネージへ一斉配信できる。さらに、居住

者限定の割引券や優待券を入居者に発行

して差別化を図る

こともできる。

　導入費用は、条

件により異なる。

　ここでは、サイ

ネージに広告が自

動的に掲載される

ので、得られた広告

収入から維持費を

賄うことも可能だ。

管理会社向けに

機器販売を行う株式会社イオスの森本晶

営業部長は、「入居者の利便性が向上する

と同時に、広告収入という副収入を得ること

もできます」と導入メリットを説明した。

Insure’s Choice
IOTサイネージで、
伝達事項をラクラク管理

▲IOTサイネージ

出典：じぶん仲介案内パンフレット■じぶん仲介　いまお住まいの物件の次に入る方の媒介を獲得

不動産会社

司ネットワークサービス
株式会社
宮崎壮社長（39）

株式会社 Livmo
源侑輝社長（29） 株式会社

セールスアウトソーシング
磯裕章社長（62）

株式会社スタイリィ
中村岳嗣社長（42）

Monthly Feature 今月の特集

民泊×マンスリーで物件を通年稼働


