
　転職活動中、数社内定はもらって
いましたが、最終面接で今後のビジョ
ンや方向性を聞き、一緒に仕事がした
いと強く思って入社することになりま
した。

　徐々に浸透しているとはいえ、保証
人を立てて契約をしているところが
まだ多く、伸び代がある業界だと思い
ます。市場規模を拡大していけるよう
家賃債務保証会社の利用率をもっと
高めていきたいと思います。

　関東エリアの営業をマネージメント
しながら自らも営業を行っています。
前職も家賃債務保証会社でしたので
仕組みは理解出来ており、スムーズに
業務を開始できました。部屋探しする
際には、家賃債務保証、ニッポンイン
シュアを当たり前のように使ってもら
えるようにしたいです。不動産会社
は、会社の規模かかわらず、導入して
もらえるよう営業していきたいです。

　20年以上営業の仕事をしています。
商品ではなく自分自身を売る営業を心
がけています。初めての訪問の時には、
商品の話ではなく世間話をしたり、相
手の話を聞くことに徹底しています。
管理者になり、部下と同行して客観的
に営業を見る機会が増えた時、「次も
会いたい」と思ってもらう営業を考え
るようになり、今のようなスタイルにな
りました。

　滞納の現場の話です。警察に行って滞
納者と会ってきたことなどリアルな話は
真剣に聞いてもらえます。定期的に訪問
し、話すことが大切と感じています。時間
はかかってしまいますが一度信頼してい
ただくと長く取引していただけます。

　「頼んで良かった」「今後取引したい」
と言われた時、また時間をかけて人間
関係を構築し信頼された時、契約が取
れたなどの実績が出た時は達成感を
感じます。

入社したきっかけは？

家賃保証業界の魅力は？

ペットと暮らす選択肢を増やしたい
首都圏に１９棟１４３戸のペット共生型

シェアハウスHOUSE-ZOOを展開する
のは、シェアハウスの運営や管理などを
行うHOUSE-ZOO株式会社（東京都
渋谷区）だ。
　ペットに特化している理由は、同社
代表取締役社長の田中 宗樹さんの原
体験にある。宮崎県出身の田中さんに
とって、祖父母が所有する牛舎の周りを
犬や猫、鶏が自由に駆け回る風景は幼い
頃からの日常だった。そんな環境で育った
せいか、８年前に転勤で東京に来たとき
は衝撃を受けたそうだ。「ペットと暮らせる
賃貸住宅はほとんどなく、あったとしても
割高でした。東京でペットを飼うのはハー
ドルが高いと感じました」。今でこそ首都
圏を中心にペットと住める賃貸住宅は
増えてきたが、当時は選択肢が限られて
いたという。
　上京して家を探していた頃、ペット共生
型シェアハウスの企画・設計・施工を

手がけるシーワン（東京都渋谷区）を経
営するいとこからシェアハウスへの入居を
すすめられた。そして、これがきっかけで
初めてシェアハウスに住むことに。この
とき、他の入居者や動物たちと新生活を
送る中で、需要がまだまだあると感じ、
起業を見据えて転職を決意した。７年間
務めた議員秘書を辞め、20１４年に前出
のいとこの会社に転職した。シーワンで
は約２年間、新築やリノベーションなどの
企画・コンサルタントに携わった。

お手頃家賃のシェアハウス
ペット共生のシェアハウス運営において
管理の重要性を感じ、シーワンの関連
会社としてHOUSE-ZOOを２０１６年に
設立。設計・施工はシーワンが担当し、
その管理をHOUSE-ZOOが行っている。
　田中さんは「入居者に快適に暮らして
もらうには管理が重要です」と話す。例え
ば、定期的にイベントを開き入居者同士
が自然に交流できるきっかけを作ったり、
ルールを守らない入居者にはしっかり注意
をしたりしているという。というのも、目をつ
ぶっているとそれを不満に思う他の入居者
が退居することになりかねないからだ。
　一人暮らしでもペットが飼え、家賃は
３万円台からとお手頃なHOUSE-ZOO。
シェアハウスの入居率は約９０％と好調
だ。しかし、オーナーへの提案営業はそう
簡単ではない。ペットに特化したシェア
ハウスという触れ込みで、他の物件と
差別化はできるが、「臭い」や「傷」の
イメージが先行してしまいがちだからだ。
同ハウスは、爪研ぎされにくく消臭効果
のある壁紙を採用しているため、匂いや

傷はほとんどなく、ハウスを見学したオー
ナーは「思っていたより臭いが気にならな
い」と口を揃える。しかし、見学するまで
半信半疑のオーナーが多いといい、机
上での説明だけでは難しいと話した。

人とのつながりを大切に
今年８月からは、社会問題になってい

る空き家に注目し、「空き家活用ビジネス
プロジェクト」に取り組んでいる。同プロ
ジェクトでは、空き家のオーナーにシェア
ハウスを提案すると同時に、不動産会社、
工務店、士業など空き家活用に欠かせ
ないビジネスパートナーを募集している。
　議員秘書時代は政治官僚から企業経
営者まで世の中のあらゆる職業の人と接
した田中さん。そこでは周囲と手をとり合
いながら仕事を進めることの大切さを学ん
だといい、これが現在の取り組みにも活
きていると話す。「パートナー企業には、
リフォームや法律相談など各企業の強み
を活かしてもらい、共にメリットのある関係
性を築きたいと思います。また、将来は
ペットだけではなく、シニア向けのシェア
ハウスも手掛ける予定で、ペットのシェア
ハウス含め、合計２０００棟つくります」と
意気込んだ。

中秋の名月（十五夜）とは、秋の真ん中に出る月のことです。
この時期は、適度な位置にあることと、空気が乾いているこ
とから綺麗に見えます。お月見は、平安時代に中国から伝わ
り、貴族が月を見ながらお酒を飲む場でしたが、江戸時代以
降は秋の収穫を祝うお祭りとして親しまれています。

Insure Today
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仕事の内容は？Q

世間話の内容は？Q

仕事のやりがいは？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。 デール・カーネギー（アメリカの作家。代表作に「人を動かす」がある）

一見たいしたことのない仕事でも、思い切って全力を注ぐことだ。仕事を一つ征服するごとに実力が
増していく。小さい仕事を立派に果たせるようになれば、大きい仕事の方はひとりでに片がつく。

株式会社全国賃貸住宅新聞社
10月11日（木）～12日（金）15:00～18:00
インテックス大阪
大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102
インテックス大阪4号館
無料
https://www.zenchin-fair.com/fair2018
_kaisai/osaka/

料　金
詳　細

会　場

賃貸住宅フェア2018　大阪

主　催
日　程

つなぐ-en-システム株式会社／株式会社LIFULL
9月15日（土）13:00～19:00
9月16日（日）  9:30～19:00
東京ビックサイト　東７ホール
東京都江東区有明3-10-1
3000円(事前登録者無料)
https://tsunagu8-event.com/tokyo-home/

料　金
詳　細

会　場

賃貸経営EXPO

主　催
日　程

メッセフランクフルトジャパン株式会社
11月14日（水）～16日（金）10:00～18:00
東京ビッグサイト　西1・2・4ホール
東京都江東区有明3-11-1
2000円(事前登録者無料)
http://www.ifft-interiorlifestyleliving.com/

料　金
詳　細

会　場

IFFT/インテリア ライフスタイル リビング

主　催
日　程

　物を大切にするあまり使わない物までとっておく両親、体力や判断力
が衰えたことで家をゴミ屋敷化してしまう両親。そんな親の家の片づけ
をめぐり、親子間でもめるケースが増えている。この本では、そんな問題
をお茶の間でお馴染みの磯野家になぞらえて紹介し、片づけを進めていくうえで直面
する問題を順に取り上げながら、解決の糸口を解説している。実家の片づけ問題で頭を
抱えている人にはぜひ一度読んでもらいたい1冊だ。

新住文化カンファレンス2018

株式会社泉ハウジング 
10月25日（木）10:00～17:00
WTCコンファレンスセンター
東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル38F
無料料　金

会　場

主　催
日　程
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『 後悔しない「親の家」片づけ入門
  カツオが磯野家を片づける日 』

SB新書　渡部亜矢（著）
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 「盗聴器や盗撮器の販売数は年間約40万
個、1日換算で1000個以上売れ、どこかで
使われています」と警告するのは、屋内用
盗聴盗撮電波検知器「アンデア」を開発し
たみききんず（東京都港区）経営戦略室室
長の森 有生さん（53）だ。
　通常、盗聴器や盗撮器は、電話機・蛍光
灯・ぬいぐるみ・パソコンなど身近な物や
場所に仕掛けられるという。森さんは「目
視で発見することは難しく、検知器で調べ
なければわからないからこそ定期的な確
認が必要です」と指摘する。
　アンデアは、1台で半径約10～15メート

ル以内に仕掛けられた盗撮器や盗聴器の
電波を検知し、設置場所を突き止めること
ができる。重量は350グラムとコンパクト。
希望販売価格は49万8000円だ。
　2017年6月に販売を開始して以来、大
学・ホテル・不動産会社などで導入されて
いる。アンデアを購入したある賃貸住宅の
管理会社は、物件の安全性をアピールでき
るようになったという。また、アンデアを使
い、有料の調査サービスを始めたところ、
管理物件以外のオーナーからも調査依頼
が来るようになったそうだ。
　なお、みききんずでは、販売だけではな
く、専門スタッフが機器を用いて調査する
サービスを行っている。1回1部屋あたり1
万7000円～（交通費別途）だ。ただ、9割以

上の顧客は検知器を購入し、前出の管理
会社のように調査サービスを提供し、新た
な収益源につなげるケースが多いという。
　森さんは「賃貸住宅の場合、入居前に調査
を行うことで、借り手と貸し手双方の不安を
解消できますし、もし発見しても取り外せば
問題になることはありません。鍵交換と同じ
感覚で調査することで、安心した生活を提供
できます」と調査の重要性を説いた。

使い方次第で利用用途が広がる

  「Airbnb」など宿泊に特化した仲介
サイトがある一方で、貸出目的を限定せず、
様 な々空間を仲介するサイトがある。基本
的に借りたスペースは自由に利用できる。
最近では様々な用途で利用されるように
なった。レンタルスペースの仲介サイト
「スペースマーケット」には、オフィスや
自宅、球場を始めとするあらゆる種類の
空間が9000件以上掲載されている。
　同サイトを運営する株式会社スペース
マーケット（東京都新宿区）デジタルマー
ケティング担当の堀田 遼人さん（25）は、
「映画館でセミナーや表彰式を開催し
たり、ゴルフ場でキャンプをしたりといった
具合に、本来の施設の目的に縛られる
ことなく自由な発想でご利用いただいて
います」と話す。
　映画館は巨大スクリーンに音響設備が
整い、セミナーや表彰式には最適だ。また、
ゴルフ場はトイレや水道が近くにある上、
大人数でも十分な広さがあることからキャ
ンプにはもってこいというわけだ。このように
使用目的が限定されがちな場所でも、
見方を変えれば様 な々使い方ができる。
　一方、貸し手（以下、ホスト）がユニーク
な工夫を凝らして他の物件と差別化を図
る例もある。例えば、春は桜、秋はハロウィ
ン、年末はクリスマスといった具合に、部
屋を季節ごとに飾りつけ、パーティース
ペースなどとして貸し出すのだという。
　物件の登録は無料で、ホストが貸し

出し料金を自由に設定できる。サイト利用
料は成約した時のみ発生し、手数料は
時間貸しの場合利用料金の30％（税
抜）だ。また、簡易宿所や民泊新法などに
沿って登録された物件は民泊として登録
することができ、手数料は利用料金の
10％（税抜）となっている。同社広報担当
の端山 愛子さん（35）は「スペースマー
ケットに物件を登録することで、今まで使
われていなかった空間を有効活用して収
益を得ることができます」とアピールした。

リモートワークを後押し
　厚生省が働き方改革の一環として推
奨しているリモートワーク。リモートワーク
は、従業員がオフィスとは離れた場所で業
務を行うことで、通勤時間の短縮や介護・
育児との両立がしやすくなるなどのメリット
がある。このことから導入する企業が増
え、総務省の通信利用動向調査による
と、2000年のリモートワーク導入率はわ
ずか2％だったが、2016年には13.3％ま
で増加している。
　株式会社スペイシー（東京都中央区）
が、今年7月から法人向けに提供を始め
た「テレワーク応援パック」は、そんな社会
背景に対応したサービス。同社は、貸し会
議室を中心としたワークスペースの仲介
サイト「スペイシー」を運営し、2013年の
設立以来累計200万人以上に部屋を
提供してきた。「テレワーク応援パック」に
は、法人がより使いやすい機能を追加し
提供している。
　利用料は1室1時間500円から、席単

位の場合1時間100円から予約できる。さ
らに一括清算ができるため、従業員の立
替・清算処理の負担を軽減できる。さら
に、リモートワーク時に課題となる勤怠管
理をサポートするアプリ「スペイシータイム
カード」がオプションとして１名月100円で
利用できる。これはアプリで、顔認証と
GPS機能を用いて打刻を行うシステム
だ。登録企業は開始から約２カ月で100
社に達する。利用企業からは、「利用ごと
ではなく一括して請求書払いができるの
で手間が減った」と好評だという。
　同社広報の林 織奈さんは「スペイシー
には、電源やWi-Fi環境が整った個室ス
ペースが揃っており、カフェや自宅よりも集
中できる環境が揃っています」と説明。今
年3月にはダイニング＆スポーツバーの
フーターズと提携。フーターズのアイドリン
グタイムをスペイシーが借り上げ、店舗内
の席をワークスペースとして利用できる
サービスを開始した。「楽しく快適に仕事
ができる場所を提供したい」という思いか
らフーターズとの提携に至ったという。利
用可能店舗は、銀座、渋谷、大阪の3店
舗で、利用時間は13時～17時まで。席
代は30分50円で、学生は無料だ。利用
者は、280～400円のドリンクを一律200
円で注文できる。
　個人の自宅やオフィスの一角を持て余
している人は意外と多く、こういった空間
活用法が注目を集めている。

空間のシェアリングといえば民泊が注目されているが、宿泊以外の用途でも需要が高まっている。アイデア次第で
様 な々貸し方ができる空間シェアリングの最前線に追った。

　和歌山県南紀白浜に、パンダの顔が描
かれた丸いドームがずらりと並ぶ、「パンダヴィ
レッジ」と呼ばれる場所が存在する。これら
のドーム群は一見するとモニュメントのようだ
が、れっきとしたホテルだ。客室が１棟ごとに
独立し、全部で２５棟ある。
　外観はパンダのペイントがなされているが、
恐竜や海賊などの着ぐるみを着せたようなデ
ザインになっており、表情豊か。客室内部

も一棟ごとに異なり、ピンクに彩られたお姫
様のような客室や、紺の水玉模様を基調と
した部屋などバラエティに富んでいる。
　個性あふれるホテルの仕掛け人は、空間
デザインやアートワークなどを行う有限会社
デコラボ（神奈川県川崎市）代表取締役
社長の佐々木 智美さんだ。同社は、壁や
外壁にデザインを施すアートワークを得意と
している。デザインは顧客の要望に沿って
手作業で行われるため、世界にひとつだけ
の空間ができあがる。
　アートワークは、ホテルのみならず駅やレ
ストラン、住宅まで幅広く手掛けている。こ
れまでは商業施設を中心に施行してきたが、
今年になってからは民泊やシェアハウスから
も依頼が届き始めたという。佐々木さんは「賃
貸住宅は画一的になりがちですが、エントラ
ンスなどポイントとなる場所にペイントを施す

だけでも、周囲の物件と差別化が図れるの
ではないでしょうか」と話す。

Pick Up
「世界にひとつだけのデザイン」で
差別化

　江東区にあるマンション敷地内の空スペー
スでは、野菜や果物などが販売されるマルシェ
が開かれていた。株式会社GYOSHO（東京
都国分寺市）が運営を手掛けるこのマルシェ
では、周辺スーパーでは買えない品種や無農
薬の商品が並んでいる。さらに、農家が直接
販売しているため、販売主とコミュニケーション
を取りながら買い物ができる。「“ヘタの裏側が

ぼこぼこしているみかんは甘味が強い”といっ
た目利きならではの豆知識を教えてもらえます。
値段にばかり目が行きがちなスーパーとは異な
る視点で買い物ができます」と説明するのは、
同社代表取締役社長の荒竹 俊さんだ。
　同社では、オフィスやマンション周辺の空きス
ペースを活用したイベントの企画や運営を行っ
ている。お店の誘致・宣伝・集客・設営など細か

い部分も同社が取り仕切る。出店者には、テン
トやテーブルのレンタルも行い、さらに人員が必
要な出店者にはスタッフの手配をしている。
　この他に丸の内周辺のオフィス街では、飲
食店の混雑でお昼を取りそこねたランチ難民
のために、キッチンカーのマルシェを開くなど、
様 な々取り組みを行っている。
　201５年８月以来、3７０回以上開催してき
た。現在は9割以上のマルシェがオフィス街など
で開催されているが、今後は住宅エリアでの
開催もさらに増やしていきたいという。荒竹さん
は理由を次のように話す「食品のみならず、の
みの市のように中古アパレルを販売するお
店、アートや壁紙など部屋をデコレーションでき
る素材を販売するお店など、日常生活全般に
密着したお店を集めたマルシェを開きたい。そし
て、近隣コミュニティが活性化するきっかけに
なればいい」。

Insure’s Choice
長机1台分のスペースから
始まるマルシェ

安心・安全な空間を提供して
差別化を図る

有限会社デコラボ
代表取締役社長
佐々木 智美さん（50）

株式会社 GYOSHO
代表取締役社長
荒竹 俊さん（37）

株式会社スペースマーケット
堀田 遼人さん（左）、端山 愛子さん（右）
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▲パンダヴィレッジ

▲フーターズの店舗がワークスペースに

▲都内にあるレンタルスペース

▲お風呂場のデザインを
ホワイトから シックな
花柄に（民泊）

▲リビングの壁に
オリジナルデザインの
ペイントを施した

Monthly Feature 今月の特集

話題の空間シェアリング最前線


