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■管理物件 空室率（3ヵ年）
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富山エリア
2022年10月 エリア別空室率

高岡エリア

射水エリア
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4.5%

富山エリア
2022年9月 エリア別空室率
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射水エリア

8.8%
5.2%
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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.47

朝日不動産(株)　常務取締役・小谷　武司

日頃よりたいへんお世話になっております朝日不動産　小谷と申します。
今回の【ハッチくんの賃貸営業戦略】は、本年9月より従前の法人戦略課から法人課へ名称を変更し新たに創設した
「法人サポートチーム」、そしてプレゼントキャンペーンについて、ご紹介させていただきたいと思います。

YouTube新企画『ミッキーと元気な富山のしくじり大家さん』

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

新築アパート新築アパート
オーナー募集中！オーナー募集中！

自己資金
1,000万円から
自己資金

1,000万円から 標準プラン
8戸

標準プラン
8戸

☎076-420-1313☎076-420-1313

お気軽にご相談下さい
！

客付け
自信あり
客付け
自信あり

人気の
プラン
人気の
プラン

借入
サポート
借入
サポート

土地情報
多数
土地情報
多数

富山県内
全エリア対応
富山県内
全エリア対応

現役CPMの投資
分析で安心

現役CPMの投資
分析で安心

新築管理実績多
数

新築管理実績多
数

プロパティマネジメント事業部/近藤・松谷まで

CPM ミッキー

とやまる子さん

撮影スタジオ

ポールさんふんどし王子さんとミッキー

ASAHI
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■新部門のご紹介【法人課・法人サポートチーム】
主な業務内容としては、ご転勤等に伴う企業にお勤めの社員様の社宅探しにおいて、お申込みになったのちの契約手
続き等を専門的に行う部門です。また社宅探しのご依頼後、弊社各店舗への差配と、社員様等へのご連絡を行います。
尚、今後も本部門をはじめとしてリーシング業務の分業化を進め、お客様への更なるサービスのご提供、効果的かつ
生産性の向上を目指してまいります。

【概要】
〒939－8281 富山県富山市今泉西部町3番地9
朝日不動産株式会社 アパマンショップ富山南店内
リーシング事業部　法人サポート課

■富山グラウジーズ観戦ペアチケットプレゼントキャンペーン
この度、弊社では「富山グラウジーズ観戦ペアチケットキャンペーン」を実施します。
オーナー様の応募、お待ち致しております。

●概要
抽選で観戦チケット5組10名に進呈とご希望の選手のサインと記念撮影
●期間
2022年11月19日(土)から2023年1月15日（日）
●対象
大家さん、管理物件の入居者様、お部屋探しをご成約のお客様
●当選発表
2023年1月17日（火）
●応募方法
弊社HP（https://www.hakken.net/）
またはQRコードより応募できます︕→

部門創設！部門創設！法人サポート法人サポート

応募は

コチラから 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。

表面利回り16.32％︕
現在賃貸中のオーナーチェンジ物件

【高岡市宮田町中古戸建て】

朝日不動産チャンネル
【売買物件紹介】

現況満室︕
築26年4部屋タイプの収益物件紹介

【高岡市明園町】

朝日不動産チャンネル
【売買物件紹介】

【FIRE｜不動産投資｜吉川さん編#02】
「FIRE大家さん」を丸裸︕

【ミッキー ×吉川さん】【特別対談】

マニアック不動産
投資家アカデミー

マニアック不動産
投資家アカデミー

【FIRE｜不動産投資｜吉川さん編#03】
FIRE大家さん」を丸裸︕

【ミッキー ×吉川さん】【特別対談】
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朝日不動産のYouTubeチャンネル「マニアック不動産投資家アカデミー」の新企
画第2弾として、新番組『ミッキーと元気な富山のしくじり大家さん』の準備を進
めています。不動産投資には「しくじり」、いわゆる「失敗」がつきもの。この「失
敗」を乗り越えたところに「成功」が待っています。富山を代表します「FIRE大
家さん」の面々も「大失敗」の連続です。この失敗談を楽しく、面白く語っていた
だきます。ミッキーが進行を務め、生徒にはふんどし王子さん、ポールさん、女子
生徒にはYouTubeでおなじみの「とやまる子」さんに登場をいただきます。社内に
小学校の教室のスタジオも完成し、企画も最終版。来年2023年1月に第１回目の
配信予定です。楽しみにしていてください。



カントリーホーム粟島

※ 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︕

●建物名：レッズ水橋●所在地：富山市水橋肘崎570番地32 ●交
通：富山地鉄バス バス停「法念寺前」 徒歩約4分 ●築年月：1995
年4月●土地面積：255．39㎡ ●建物面積：195.26㎡ ●構造：亜鉛
メッキ銅板葺屋根鉄骨造 ●間取：2K×4、2DK×2戸 ●引渡日：相
談 ●現況：2戸空室  ●取引形態：媒介

価格：21,500,000円（税込）
満室時年間賃料収入：2,866,785円   
満室時表面利回り：13.33% ネット利回り：9.13%

レッズ水橋

●建物名：高岡市荻布戸建 ●所在地：高岡市荻布497-10 ●交
通：万葉線「旭ケ丘電停前」徒歩約3分 ●築年月：1975年9月 ●
土地面積：93.84㎡ ●建物面積：96.54㎡ ●構造：木造瓦葺2階
建 ●間取：5DK ●引渡日：相談 ●現況：満室  ●取引形態：媒介

価格：4,800,000円 （税込）
満室時年間賃料収入：660,000円
満室時表面利回り：13,75% ネット利回り：12.36%

高岡市荻布戸建
現況賃貸中!
初めての投資にどうぞ

H27年外壁塗装！
屋上防水工事実施

●建物名：カントリーホーム粟島 ●所在地：富山市粟島町二丁
目10-17●交通：富山地鉄富山港線 「粟島（大阪屋前）駅」徒歩約
7分 ●築年月：1988年10月●土地面積：1,034.56㎡ ●建物面積：
1,248.60㎡ ●構造：鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 ●間取：
3DK×21、2LDK×2、1LDK×1 ●引渡日：相談 ●現況：1戸空室 
●取引形態：媒介

価格：120,000,000円（税込）
満室時年間賃料収入：13,932,000 円
満室時表面利回り：11.61%  ネット利回り：8.69%

高稼働中！物件の近くにスーパー等あり
賃貸需要のあるエリアです

アパマンショップひばりヶ丘店・清水　諭

アパマンショップとなみ店・高木　政宗

満室戦略本部原状回復課・上㹦　啓介

いつも大変お世話になっております。この度、アパマンショップとな
み店の店長に就任いたしました、高木　政宗（タカギ　マサムネ）と
申します。これまではアパマンショップ富山駅北店、富山南店の営業
スタッフとして日々精進しておりました。店長としてまだまだ知識が
浅いため周辺環境の把握、物件確認、家賃相場の確認に奔走する日々
を送っております。
砺波市内は富山市内と比較した際、築浅の空室物件がほとんどありま
せん。入居率が高く、年間稼働率も高いように見えましたが、現在の
アパマンショップとなみ店に必要なのは【集客力】だと感じています。まずはネット反響数アップのた
め、内観写真やパノラマ撮影などネット広告の精査に力を入れ、少しでも多くのお客様のご来店に繋げ
たいと思います。そして弊社管理物件をご成約いただき、大家さんに喜んでいただけるよう、となみ店
スタッフ一同精進してまいります。まだまだ至らない点がありますが今後ともよろしくお願いします。

アパマンショップひばりヶ丘店異動のご報告

1 「ジプトーン塗装」について アパマンショップとなみ店店長就任のご挨拶3

情報化の時代とは情報化の時代とは

いつもお世話になっております。満室戦略本部原
状回復課を担当させていただいております、上は
ざです。今回は原状回復時に大家さんにご提案さ
せていただいております、「ジプトーン塗装」に
ついてご紹介させていただきます。
ある程度の築年数の経過したアパート・マンショ
ンでよく見られるジプトン天井ですが、下地処理
等をしてクロス張りをするケースが多いと思いま
す。ところが今回スタッフが業者と相談し、塗装
をしました。金額は約5万円（税別）となってお
ります（広さにより異なりますが、今回のお部屋
は8帖でした。）施工前と比較すると、天井にア
クセントクロスを張ったかのように、とても印象
が良くなるリフォームとなりました。通常通りの
クロス張りをする場合は約12万円（税別）かか

るため、費用も抑えられますし、お部屋の印象も良くなり一石二鳥ではないでしょうか。ご興味がござ
いましたら、お問合せいただけると幸いです。

before after

天井を塗装しただけで

印象が変わります

日頃より大変お世話になっております。5月よりアパマンショップひ
ばりヶ丘店店長となりました、清水　諭と申します。異動したばかり
の地域・エリアで勉強不足ですが、大家さんの入居率改善や満室の為
日々努力してまいります。昨今、情報が大量に流れる中、消費者意識
が変化し「悪い物件で我慢する」「礼金を払う」「退去時に多額の負
担をする」などという不合理性は通用しなくなってきています。特に
賃貸市場ではコロナ禍も相まってインターネットで大量に物件情報が
発信されるようになり、入居希望者は手軽に情報を入手して来店し物
件を選別できますので、管理側にも経営能力が求められ、片手間で賃
貸経営ができる状況では無くなってきているのかもしれません。お客
様が何を考え何を求めているのかを知り、満足するものを提供していく必要があります。情報化の時代
はまさに消費者の時代であると言えるのではないでしょうか。
このような状況下で、入居者のニーズ・ライフスタイルの変化を把握、24時間安心サポートなどの入居
者サービスの充実、セキュリティ強化、クレーム処理、集客に繋がるホームページ掲載などのマーケ
ティング活動など、お部屋を満室にするお手伝いをするために管理会社としてやらなければならないこ
とは山のようにありますが、大家さんと末永く安定経営をしていくためこれからも一生懸命頑張ってま
いります。

集客力UPを

目指します！


