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新築マンションか中古マンションか？

中古マンションをおススメします長期安定を
望むなら…

新築マンションは数年の内に大きく価格が下がります。中古マンションは築年が経
つなかで、価格の下落は緩やかになります。価格は入居者の賃料にも連動します。
物件の価格や賃料が大きく値下がるリスクを避けるために、中古マンションをおス
スメします。

なぜ、新築マンションは数年で価格が下がるのでしょう？
新築プレミアムは「新しさ」です。
だから、そのプレミアムがなくなっていく築3年くらいまで急激に価格が下がる傾向
があります。
築3年以降は右肩下がりの傾きが緩やかになり、築25年を超えたあたりでは、ほぼ
横ばいになります。

長期安定を望む方は中古マンションを購入しましょう。

減価線
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一棟マンションか区分マンションか？

区分マンションをおススメします会社員の
方は…

立地の良い区分マンションに投資する。不動産はエリアが重要です。

同じ駅でも徒歩5分と10 分では賃貸需要に差があります。
資金的な理由から個人投資家が取り組める23区内の一棟物件だと駅徒歩5分圏内では
価格が高く、手が出せないケースが多いです。
個人投資家が取り組める23区内の一棟物件は駅からの距離が遠い、又は競争力の弱い
アパートになってしまうケースが多いです。

区分マンションなら駅徒歩5分圏内での取り組みが可能です。
また、一棟マンションでは入居付けが難しい1階の部屋も抱えることになります。区
分マンションなら需要が高い部屋のみを購入可能です。

駅徒歩10 分を超えたり、主要ターミナル駅までの移動時間が1時間を超えると賃貸相
場がガクンと下がるのが東京の賃貸事情です。
駅徒歩分数や所在駅を妥協して一棟マンションに投資するより、賃貸需要の高いエリ
アのみをピックアップできる区分マンションの方が合理的です。

個人投資家にも1棟マンションで購入可能
賃貸需要は弱くなる
1棟マンションだと賃貸需要の弱い1階の
部屋もセット
※3階建てだと3分の1は1階の部屋

駅徒歩10分～15分圏内
1棟マンションだと個人投資家は
購入が難しい
賃貸需要は強い
区分マンションなら賃貸需要の
高い部屋のみを複数購入可能

駅徒歩5分圏内

その①
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一棟全体の管理は会社員には負担になります。

入居者の入退去や室内のメンテナンスについて、管理を任せている会社から連絡があ
ります。
一棟を所有すると、それに付け加えて共有部分の全ての設備のメンテナンスについて
や財務上の観点でも判断を委ねられます。
もちろん、その連絡は平日も問わずやってきますので本業を持つ忙しい会社員には区
分マンションをおススメします。

その②

区分マンションならエリアのリスクを分散することができます。

区分マンションを複数戸持つことが出来れば、エリアのリスクを分散すことができま
す。

その③
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中古マンションならどれでもいいの？

 新耐震基準の物件をおススメします
耐震基準は 1981年を境に旧耐震基準と新耐震基準があります。
東日本大震災の時に一般社団法人マンション管理業協会が受託しているマンション
数 1,642 棟の内、大破はありませんでした。
調査では被害状況を1981年以降の新耐震基準が適用されたマンションと、それ以前
の旧耐震基準のものに分類しています。
対象となった 1,642 棟の内 95％は新耐震基準でした。

一般社団法人 マンション管理業協会 東日本大震災 被災状況調査報告
平成 23年 4月 21 日（旧社団法人高層住宅管理業協会）

被害なし（19%）

軽微（62%）

小破（17%）

中破（2%）
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今、キレイなら大丈夫という訳ではありません。
目に見える表面的な部分だけではなく、そのキレイさが継続するためには、目には見
えない①維持管理・修繕に関すること ②建物管理を任せている会社の状況のチェック
を行い、適合した物件しか、ご紹介しません。

①：維持管理・修繕に関すること
維持管理・修繕に関すること。今までの管理状況、修繕履歴の確認や将来、修繕を行
うための費用が計画的にきちんと貯められているかを確認

②：管理会社の有資格者の状況や財務状況を確認して、きちんとした管理がされてい
るかを確認

プロの視点で100項目以上をクリアし、今だけ
ではなく将来の管理状態も見える良い物件をお
ススメします
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REISMのリノベーション

リノベーションで物件にストーリーと
コンセプトを与え、入居待ち行列が出来るほど
のリノベーションで差別化します
不動産投資で重要なことは入居者から「ここに住みたい」と選ばれること。選ばれ
るためには物件自体の競争力を上げ、他の物件（部屋）と明確に差別化を図ること
が重要です。

賃貸であっても入居者のライフスタイルや各々の個性を満足させるものを提供しま
す。

入居者が主役の賃貸物件



9

デザインは主に4つ

アーバン・ラグジュアリー、ポスト・モダンの領域は新築物件の牙城なので、競合
してしまい合理的ではありません。

どんなデザインで勝負するのか

アーバン・ラグジュアリー

ナチュラル・カントリー

ポスト・モダン

クラシカル・レトロ

装飾

復古

洗練

素材弱い強い

デコラティブ
（装飾華美）

アーバン
（都会志向）

クラシック
（時代回帰）

ナチュラル
（自然志向）

演出傾向
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キーワードは品質、本物感、手触り
都内のワンルームマンションの平均的な入居期間は 3.47 年。一方、中古マンション
の賃料収入は 23 区平均で年間 1.44％下がります。
REISMで提供している物件は、入居者の入れ替えで約 7割の物件で家賃を維持、一
部では引き上げて契約しています。
経年劣化ではなく、古さ（経年）が味となる経年優化するリノベーションを提供し
ます。
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入居待ち行列が出来るマーケティング
とは
持ったあとの家賃の相場は気になりませんか？
REISMではクロール技術でWeb 上の募集情報を取得しています。（2020年時点
1億件以上のデータを分析）

各駅の物件の築年が1年経過、駅徒歩が1分伸びたら、面積が1㎡増えたら賃料にど
のくらい影響があるのか、いくらで売却可能かなどのデータを保持しており、投資
対象を合理的に判断可能です。

さらに物件の価値を5つの要素で判断可能

駅力 希少性

居住性 継続性 収益性
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ネット上で入居者はエリアと賃料などの条件で検索しますが、リノベーション物件の
良さは検索ではアプローチ出来ません。コンセプトをシリーズ化することで多くの人
に受け入れられる理想のパターンを最大公約数化します。

世の中には、3つのタイプの借り手がいます。

リノベーション物件のコンセプトをシリーズ化

物件の価値＝
     駅力＋希少性＋（居住性＋継続性＋収益性）

5,000万件のデータをベースに5つの指標で投資を判断

１：値段だけで選ぶタイプ
２：物件にはとことんこだわるタイプ
３：どちらでもない、普通タイプ

物件基本性能

駅力

内容要素項目

当該物件が通常アクセス可能と考えられる駅の市場価値を客観データを基に分析
評価（乗降客数や人口分布、商店街等）

希少性 対象駅の中での物件の希少性を需給バランスの観点から分析評価（築年数、面積、
距離別の供給件数や空室割合）

居住性 当該物件の居住性能（設備等の充実度合い）と施工性能及び管理体制による居住
信頼度合いを分析評価（管理状態 100 項目以上をチェック）

継続性 管理運営会社と管理状況により。当該物件が将来にわたり資産価値を維持できる
かどうかに関して分析評価（管理会社の実績、修繕計画や履歴）

収益性 当該物件の収益維持力を分析評価（価格の妥当性を、相場賃貸や賃料の下落率を
価格に換算）
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一般的な不動産会社は、１の「価格」タイプをターゲットにしようとします。そうし
た場合、「敷金礼金ゼロ」や、築年数に伴って家賃を下げ続けることとなり、値引き
競争に巻き込まれてしまいます。
しかし、世の中で一番多いのは３のどちらでもないタイプです。「安いに越したこと
はないけれど、できるだけ良いところに住みたいと考えている人です。２のこだわり
派を引き込みつつ、3のどちらでもないタイプをターゲットにアプローチしていくの
が REISMの方法＝「リノベーションのシリーズ化」です。

シリーズ化の一例

Chic Teida

iCafe Wasabi



14

REISMの顧客創造とは

「物件コンセプトのシリーズ化」を実現
入居者がいる状態でも、

ユーザーはシリーズ化している物件に触れる事により、
消費者に具体的なイメージを喚起させる事ができるため、

欲求を起こすきっかけを作る

シリーズ化していない物件
（１点もの）場合、入居者がいる

状態ではユーザーが
イメージを持つことが難しい

中古物件は物件の条件検索では
うまくリーチできない

中古物件投資家のお悩み

投資家ユーザー

住みたい物件を決める事ができる

自分が住む姿をイメージ

具体的な理想形を何度も見る

検索して物件を探す
ユーザーの主な行動

REISMの顧客創造
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REISMでは、ブランドの浸透と顧客創造のため独自の会員組織作っています。利用
者をブランドのファンにする事によって、「次はこのコンセプトの物件に住もう」や
「この物件が空いたらすぐに入居したい！」という方が多い状態を作り出しています。

会員組織を結成し囲い込む

懇親会・イベントの様子

１： メルマガ会員数1ફ人以上（2020年時点）

REISMブランドへの興味、ロイヤリティを持たせるために、定期的に懇親会やイベ
ント等を行なっています。

２： 定期的な懇親会へ招待！

REISMブランドに積極的にリーチした人々。
理想の住まいを想像してもらうためのあらゆる情報を提供しています。

会員とは…
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最後に伝えたい事

人生100年時代の備えはできていますか？

今の現役世代は、過去にない「人生100年時代」と「あてにならない公的年金」を同時
に迎えます。
将来もライフスタイルを豊かに暮らしていくための1つの対策として、不動産運用が
あります。
保有した物件を賃貸に出し家賃を得ることで将来、賃料の定期収入（インカムゲイン）
や、いざの時の売却益（キャピタルゲイン）といった資産形成ができます。

ただ、誰もが資産形成を始める前は不安がつきものです。
その不安は「わからない」が原因です。

「わからない」を「やってみたい」に。

まずは、REISMが開催しているセミナーに参加して
少しでも、その「わからない」を解消してみませんか。

セミナー一覧
URL : https://invest.re-ism.co.jp/seminar/ URL : https://invest.re-ism.co.jp/seminar/soudan/

個別相談

https://invest.re-ism.co.jp/seminar/?utm_source=ebook&utm_medium=35age
https://invest.re-ism.co.jp/seminar/soudan/?utm_source=ebook&utm_medium=35age
https://invest.re-ism.co.jp/seminar/?utm_source=ebook&utm_medium=35age
https://invest.re-ism.co.jp/seminar/soudan/?utm_source=ebook&utm_medium=35age

