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(4月） (5月）
6.4％6.2％

2022.5.20現在

32期（2019年） 33期（2020年） 34期（2021年）

12月 12月1月 2月5月 1月10月 3月 4月2月1月 2月 3月 4月9月 11月 12月 5月 8月 10月 11月 3月 6月 7月 8月 10月 11月7月 8月6月 6月 7月 9月 9月4月 5月

朝日不動産管理物件 空室率（３ヶ年分）朝日不動産管理物件 空室率（３ヶ年分）朝日不動産管理物件 空室率（３ヶ年分）

35期（2022年）

富山エリア
2022年4月 エリア別空室率
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富山エリア
2022年4月 エリア別空室率
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YouTube最新動画のご紹介YouTube最新動画のご紹介YouTube最新動画のご紹介 セミナーや、リノベーション・収益・管理物件のご紹介、
物件の探し方など、皆様に役立つ動画を配信しています。

【富山初︕】食事付き学生マンション
「カレッジコート」に行ってみた︕

-前編-

朝日不動産チャンネル
【管理物件紹介】

第135回ミッキー塾 春のWebセミナー
チームミッキー

【大家さんの成長戦略】

セミナーチャンネル
【ミッキーの部屋】

【FIRE｜不動産投資｜大家さんセミナー#01】
初心者でも不動産投資で夢を掴める︕︖

FIRE大家さんの成功の軌跡を辿る
～ライン工からFIRE～

朝日不動産チャンネル
【リノベーション物件紹介】

マニアック不動産
投資家アカデミー

【富山市山室3DKマンション】
大家さんのこだわり

リフォーム物件ご紹介

賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！賃貸営業戦略！
ハッチくんの

★ Chapter.42

朝日不動産(株)　常務取締役・小谷　武司

平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。日頃より多大なるご尽力をいただき、誠にありがとうございます。
今回は4月号でお伝えしました、宅建業法の一部が改正された件の続きとなります。賃貸仲介における重要事項説明、
賃貸借契約書の電磁的方法で提供が実施可能になり、オーナー様へご承諾等をお知らせいたします。

参考︓国交省重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びＩＴを活用した重要事項説明実施マニュアル

■2022年5月18日改正
デジタル改革関連法成立に基づく法改正では、不動産取引における書類の電子化は実現しておりませんでした
が、2022年の5月に宅地建物取引業法の法改正が行われ、書面交付が義務付けられていた35条書面（重要事項
説明書）と37条書面（賃貸借契約書）の手続きを電子化することが可能になりました。尚、宅地建物取引士は記名
のみ（捺印が不要となること）となります。

また、以下の4種類の書面についても、相手方の承諾を条件として、
電磁的記録（電子ファイル）での交付が認められることになりました。

・媒介・代理契約締結時の交付書面
・指定流通機構（レインズ）登録時の交付書面（登録証明書）
・重要事項説明書（いわゆる35条書面）
・宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面（いわゆる37条書面）

■電子交付の事前承諾について
電磁的記録（電子ファイル）での交付を行う際には、相手方に対し、事前に承諾
（重要事項説明書等の電磁的方法による提供を受けることについて拒否した
説明の相手方等から、承諾する旨の申出があった場合を含む。）が遵守となって
おります。以下のいずれかの方法にお伝えいたします。尚、承諾における書面の
サンプルを記載し、今後承諾が必要となる対象のオーナー様へ個別にご案内
させて頂く予定でございます。何卒よろしくお願いいたします。

参考︓説明の相手方等から承諾を得る方法
１．承諾する旨を記載した書面（紙）を受領
２．承諾する旨を電子メール等で受信
３．Webページ上で、重要事項説明書等の電子書面を提供する方法及び
　重要事項説明書等の電子書面のファイルへの記録の方式を示し、Webページ上で承諾する旨を取得
４．承諾する旨を記録したCD-ROMやUSBメモリ等の受領 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

2022繁盛期（1月～3月）決定家賃推移エリア分析
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＜承諾書サンプル＞
【貸主用書面】 

【重要事項説明書等の電磁的方法による提供の承諾について】 
宅地建物取引業法（以下「宅建業法」という）第 35条並びに第 37条の規定に基づき「重要事項説明書等※１の電
磁的方法による提供」を実施するにあたり、事前に下記の内容を貸主に説明致しますので、内容をご確認の上、
「承諾」又は「拒否」の回答をお願い致します。 
※１重要事項説明書等とは 宅建業法第 35条に規定される契約締結前に説明・交付される重要事項説明書  

宅建業法第 37 条に規定される契約締結後に交付される契約締結時書面（兼 建物賃貸借契約書） を指します 

〔 重要事項説明書等の電磁的方法による提供 〕 

①承諾した年月日 西暦    年  月  日 

②承諾を取得するための様式の作成者名 朝日不動産株式会社 

③重要事項説明書等の電磁的方法による提供を

行う対象となる取引と書面が特定できる記載 

物 件 名  

号 室 号室 

所 在 地  

④ITを活用して行う重要事項説明の事前承諾 

＜参考＞「宅地建物取引業法の解釈運用の考え方」 

（平成 13 年 1 月 6 日国総動発第 3 号令和 3 年 3 月改定） 

貸主は、弊社が入居希望者（借主）に対して実施する IT重説を、国土交通

省示す宅建業法の解釈及び運用の考え方に則って実施することを予め承諾す

るものとします。 

⑤重要事項説明書等の電子書面を提供する方法 １）電子書面を電子メール等により提供 

２）電子書面を Web ページからダウンロード形式により提供 のいずれか 

⑥重要事項説明書等の電子書面のファイル形式 １）タイムスタンプが付された PDF 形式 

２）電子署名が付された PDF形式 

⑦承諾した場合でも、改めて拒否する旨を申出る

ことができる旨とその方法 

重要事項説明書等の電磁的方法による提供について、承諾された場合であっ

ても改めて拒否をすることが可能です。その場合には拒否する旨を電子メー

ル等で送信下さい。 

⑧機器や回線トラブル等が生じた場合に重要事

項説明書等の電磁的方法による提供を中止し、書

面(紙)による交付に代える場合がある旨 

重要事項説明書等の電磁的方法による提供の実施過程で、貸主より電磁的方

法による提供に係る意向の変更により改めて拒否する旨があった場合や、電

子書面が閲覧できないトラブル等が生じ、当該トラブル等が解消しない場合

には、電磁的方法による提供を中止します。 

朝日不動産株式会社は、 

・貸主の IT環境を聞き取り、対応可能であるか確認致します 

・下記の要件を満たした重要事項説明書等の電磁的方法による提供を実施致します 

１）貸主が出力することにより書面（紙）を作成できるものであること 

２）電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置を講じていること 

・重要事項説明書等の電磁的提供に関わる「宅地建物取引士」を明示致します 

・作成した電子書面に文字化けや文字欠けが生じていないことや表がぼやけてしまっていないかなどを確認致します 

上記内容を確認し、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供」を □承諾 ・ □拒否 します。 
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図1 図2 図32022エリア・タイプ別　決定賃料（1月~3月） 2021エリア別　決定賃料11カ年対比（1月~3月） 2021エリア別　昨対家賃推移

先月に続きまして、今年の繁盛期間中の新築賃貸アパート・マンションに関してのデータを分析・考察いたします。今月は
決定賃料の推移を見ていきましょう。図1、エリア別決定賃料です。サンプル数は、この間の契約数2,202件の内訳です。
一番人気の1LDKタイプは、富山市の決定家賃が59,414円と一番高くなっています。二番人気のワンルームタイプは、今年
は新川エリア（魚津市・黒部市等）が、41,332円と一番高くなりました。2LDKについても新川エリア、3LDKは富山市が
トップでした。単純に投資エリアの土地の単価が違いますので、投資利回りの比較はできませんが、建物のみに対する投
資の収益性に関しては、富山・新川エリアが高いという結果です。図2は、富山市においてのタイプ別過去11年間推移表
です。昨対では、1LDKタイプは上昇、その他は下落でした。コロナ禍を反映して、マクロでの傾向はほぼ横ばいといえま
す。図3 は、各エリアでの新築物件の供給数の増減とタイプ別決定家賃の昨対を表しています。高岡市、新川エリアが新
築の供給が増えたのにもかかわらず、家賃は高くなりました。
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アパマンショップ富山大学前店・数井　颯 ※ 万一、売却済みの場合はあしからずご了承ください。

TEL：076-422-5566

不 動 産 投 資 物 件 情 報

ハ ッ チ く ん の
朝日不動産取扱いのオススメ投資物件を毎月ピックアップ♪
気になる物件がございましたらお気軽にお問合せください★

〒939-8281　富山市今泉西部町3-8WALビル2F

AM事業部では物件を仕入れた際や、最新の
セミナー情報をメールで発信しております。
メール登録のない管理オーナー様は是非こちら
のQRコードよりご登録お願いいたします。

ご登録は
コチラ︕

❷

●建物名：アクアガーデン ●所在地：黒部市前沢1795 ●交
通：富山地方鉄道本線「電鉄黒部駅」徒歩約17分 ●築年月：
2016年8月 ●土地面積：1,377.95㎡ ●建物面積：1,035.48㎡ 
●構造：木造合金メッキ鋼板葺2階建 ●間取：2LDK×8戸 
3LDK×4戸 ●引渡日：相談 ●現況：満室  ●取引形態：媒介

価格：144,000,000円（税込）
満室時年間賃料収入：13,083,600 円
満室時表面利回り：9.09%  ネット利回り：7.25%

アクアガーデン（3棟バルク売）
現況満室
法人需要が高いエリアです

❷

●建物名：グレイス新庄 ●所在地：富山市新庄町4丁目5-30
●交通：富山地方鉄道市電「東新庄駅」徒歩約5分 ●築年月：
1989年1月 ●土地面積：254.74㎡ ●建物面積：263.98㎡ ●構
造：重量鉄骨造ルーフィング葺高床式3階建 ●間取：2DK×4戸 
2LDK×2戸 ●引渡日：相談 ●現況：満室 ●取引形態：媒介

価格：29,800,000円（税込）
満室時年間賃料収入：¥3,529,608 円
満室時表面利回り：11.84%  ネット利回り：8.00%

グレイス新庄
現況満室！
東新庄駅まで徒歩 約5分

●建物名：オレンジハウス田中町●所在地：富山市田中町
4-5-15 ●交通：富山地方鉄道「新庄田中駅」徒歩約2分 ●築年
月：1991年8月 ●土地面積：285.44㎡ ●建物面積：328.06㎡ ●
構造：鉄筋コンクリート造高床式陸屋根2階建 ●間取：1K×10
戸 ●引渡日：相談 ●現況：満室  ●取引形態：媒介

価格：34,500,000 円（税込）
満室時年間賃料収入：4,143,228円
満室時表面利回り：12.01%  ネット利回り：6.97%

現況満室！
2017年1月外壁塗装、屋上防水済み

オレンジハウス田中町

価格改訂
しました！

アパマンショップ大泉学園店・清水田　瑠偉

例)スケルトンリフォーム、配管移動工事など例)スケルトンリフォーム、配管移動工事など

例) 壁紙クロスの張り替え、設備交換、外壁の塗り替えなど例) 壁紙クロスの張り替え、設備交換、外壁の塗り替えなど

リフォームリフォーム

リノベーションリノベーション

「現状に手を加えて新たな価値を加える」ことをいいます。「修復・再生」といった
意味がありますが、リフォームの一つとして扱われることも多いです。費用はリフォー
ムよりもかさみますが、ライフスタイルの変化に合わせて人気のお部屋に近づけるリ
ノベーションが最近では注目されています。

「古くなった建物を元のきれいな状態に戻す」ことをいいます。「改良する・仕立て
直す」といった意味がありますが、日本では「新築の状態に戻すための回復工事」と
してリフォームという言葉が使われています。リフォーム検討中の方は弊社にも専門
の部署がございますので、お気軽にご相談下さい。

いつもお世話になっております。アパマンショップ大泉学園店の清水田です。改装しようとした際にリフォー
ムやリノベーションという表記に戸惑ったことはないでしょうか。表記を混同している会社があると、依頼す
る際にどちらを選べばいいのか悩んでしまうこともありますよね。そこで今回はふたつの違いについてお調
べしました。一緒に表記されることが多いのですが、別の意味を持つ言葉です。ぜひ、参考になさって下さい。

アパマンショップ富山東店・宮脇　智基

新米店長の宮脇です！
よろしくお願い致します。

いつも大変お世話になっております。この度、5月の人事異動により新たにアパマンショップ富山東店の店
長として着任いたしました、宮脇　智基(ミヤワキ　トモキ)と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
富山東店の前は新卒として配属されました高岡リール店で2年半、富山南店で半年間営業をし、大家様の
物件を満室にすべく汗を流しておりました。この度、富山東店の店長に拝命され、私自身初めての店長とい
うことで「新米店長」です︕出身は高岡市、大学時代は石川県で一人暮らしをしていたため、正直富山市の
土地には疎いです。そのため今は何よりも地の利を得るのが急務でございます。富山市の土地に詳しくなる
ため、周辺施設の把握、弊社管理物件確認に奔走する日々を送っております。

まだまだ至らないところばかりで手探り状態での
店長業務となりますが、お部屋探しのお客様が一
人でも多く咲顔（えがお）になっていただくと共
に、弊社管理物件のご成約をいただき、大家様に
喜んでいただけるよう東店スタッフと共に精進し
てまいります。
簡単ではございますが、この場をお借りしまして
店長就任のご挨拶とさせていただきます。今後と
もよろしくお願いいたします。

家具家電付きの
”ご成約パワー！”

家具家電付きの
”ご成約パワー！”

1 リフォームとリノベーションの違い

アパマンショップ富山大学前店 店長就任のご挨拶

アパマンショップ富山東店 店長就任のご挨拶 3

いつもお世話になっております。5月よりアパマン
ショップ富山大学前店の店長に就任いたしました、数井
　颯（かずい　はやて）と申します。2020年9月に富山
県の呉西から異動になり、富山大学前店に着任し、約1
年半チームリーダーとして営業をしておりました。今後
ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

今年は富山大学前に新築の学生寮が建ちました。
プロの栄養管理士監修の食事付きマンションとのこと
で、親御様より大変好評をいただきました。他にもオー
トロックや防犯カメラ等、セキュリティを重要視されているお客様を大変よくお見かけします。もし富山大
学近辺で新築を建てられる際はセキュリティに力を入れてみてもいいかもしれないです。
また既存の物件といたしましては冷蔵庫、洗濯機等の家電を付けられるのがオススメになっております。
今年の繁盛期の例ですが、空室6部屋あった物件が、新品の冷蔵庫洗濯機を設置したことで4月末の時点で
空室が1部屋に減少いたしました。入居期間は4年ですから、「わざわざ購入するのは面倒」と考えられてい
る方が多かったです。ぜひとも今後のご参考になれば幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
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