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担当させていただくオーナー様の物件に空室があると、人一倍気にな
るタイプなので、社内一真面目な男と呼ばれています。小・中・高とサッ
カー部で活躍し、鍛えた精神力と体力で仕事はきっちりこなします。心
のリフレッシュは、ライブハウスでの生演奏を聴きに行くこと。月に 2
～3回は行っています。自らベースを演奏して楽しむこともあります。

12月生まれ　 好きなビール：サッポロクラッシック
好きなつまみ：ボイルソーセージ。粒マスタードをつけて食べるのが定番。
趣味：サッカー観戦（コンサドーレ札幌の戸倉選手と小野選手のファン）

＞ 注文住宅・RC建設部門＞ 不動産管理部門＞ 不動産部門＞ 不動産部門

北海道産鶏を使用した極淡麗のスープと北海
道産小麦 100％の自家製麺に宮内庁御用達の
関ヶ原たまり、イタリア産の海塩でまとめた化
学調味料を使わないラーメンを味わえる「すす
り」。メニューは人気の淡麗中華そばのほか、泡
がごめつけ麺、レアチャーシュー丼があります。

「すすり」
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！株式会社アウル　営業本部1課  久保田  裕也

札幌の民泊市場動向……［2］

株式会社マッシブ札幌  代表取締役社長　川村 健治氏
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今回は札幌市中央区にあり、地下鉄東西線『西28丁目』駅から徒歩５分圏内
の好立地にある一棟売りマンション物件です。

札幌で民泊投資を考える際に知っておいていただきたいのが、季節による繁忙期
と閑散期の差が激しい点です。私が札幌で民泊事業に携わって得た実際の収益
でお話しすると、６月から９月まで、11 月中旬、年末年始は、どの物件も高収
益になっています。11 月中旬の繁忙期は実はインバウンド需要ではなく、毎年
恒例の嵐のコンサートを目的に、日本全国から集まるファンの需要によるもので
す。閑散期は３月・４月。これは、桜を目当てに東京へ行く外国人旅行者が多い
ことが要因になっています。そして、民泊をするにはポータルサイトへの登録が
不可欠です。民泊を利用する旅行者は、民泊のポータルサイトを使って予約をし
ます。民泊イコール airbnb という認識を持つ方が多いかもしれませんが、民泊
のポータルサイトは他にも数多くあります。その中で airbnb が多くの旅行者に
支持されているのには、もちろん理由があります。airbnb で民泊の予約をする
のは簡単です。エリア、宿泊日、宿泊者数、部屋のタイプを入力すると、現在空
室になっている部屋の一覧が表示され、その中から希望の部屋を選ぶだけです。

部屋は、貸し切り、個室、シェアルームの
３タイプがあり、《貸し切り》は戸建て１棟、
マンションの１戸に宿泊するタイプで、家
族やグループで利用するのに最適です。《個
室》は戸建ての中の１部屋で、そこに生
活する現地の人と触れ合い、暮らしを体
験することが出来ます。《シェアルーム》

＜2016年11月19日アウル主催講演会より＞

※最新販売状況についてはアウルへお問合せください。●平成29年8月末頃完成予定

種別
名称
所在地
交通
土地権利
都市計画
用途地域
地目

一棟売りマンション
仮称）北5条西24丁目マンション
札幌市中央区北5条西24丁目
地下鉄東西線『西28丁目』駅　徒歩5分
所有権
市街化区域
近隣商業地域
宅地

建ぺい率
容積率
敷地面積
延べ床面積
規模・構造
総戸数
駐車場台数
間取り

80％
300％
147.93㎡
563.50㎡
鉄筋コンクリート造5階建て
17戸
1台
1LDK

は１部屋を旅行者何人かでシェアするタイプで、１人旅の方などが旅行者同士の
交流を深めることも可能です。このように、宿泊する部屋のタイプを選ぶことで、
様々な旅行者のニーズを満たすことができるのが airbnb の素晴らしいところと
いえるでしょう。また、airbnb で予約が完了した時点でクレジットカード決済に
なるため、部屋を借りる側と貸す側の間で直接お金のやり取りをしないのもわず
らわしさがなく便利です。さらに保険や保証などカスタマーサポートがしっかり
している点も、圧倒的に支持される理由になっています。民泊を始めたいと私に
相談される方の中では、物件探しから依頼したいという声が増えています。通常
の賃貸と違って、民泊用にどんな物件を選ぶと良いのかわからないのは当然かも
しれません。オーナー側の立場で収益を目的とした場合は《貸し切り》タイプを
所有することをおすすめしています。１棟のマンションなのか、部分所有なのか、
ビルにするのかを選択する中で、エリアをどうするか、間取り、駐車場の有無な
ども考慮する必要があります。民泊利用者はレンタカーを利用するケースが多い
ので、郊外であっても駐車場があれば、稼働率が良い状況です。そのことを踏まえ、
エリアよりも規模が大切ということもお伝えしています。30 平米未満の部屋は避
けるべきで、35 平米以上が望ましく、広ければ広いほど良いという感覚が私に
はあります。実際、大通からすぐ側の 30 平米の物件は、２人までしか利用でき
ない広さしかなく収益が少ないのに対し、白石駅徒歩８分の駐車場付き２世帯住
宅の収益は 2016 年６月～ 2017 年２月までの８ヶ月で 350 万円（予約を含め
た数字）。最大 16名まで利用できるので、一泊 25,000 円、30,000 円という金
額設定にすることができます。８人以上の部屋は競合が減るので、稼働率も大き
くなります。私が思う現段階での最強物件は、２世帯住宅でロードヒーティング
付きの駐車場がある物件です。しかし、儲かる物件というのは利用者の数に伴っ
てトラブルも発生しがちです。人数が多く泊まるというだけで周囲から目立ち、
心配を招く要因になりかねません。それをどのように解決していくかを日々考え
ています。そんな「リスクを減らし、高収入を得るにはどうしたらいいのか」の
答えのヒントが、アウルのハイブリッドマンションにあると期待しています。

アウルグループが進めている民泊事業の発展戦略のひ

とつとしてご提案したいのが、新築マンションの企画

設計段階から、ニーズに合わせて合法的に民泊運営な

どにもシフトできるハイブリッドな機能を備えた新築

マンション設計プロジェクトです。今後、民泊新法の

制定や民泊を営業できる地域の拡大、条件の緩和など

によりこの市場の活性化が見込まれています。そうし

た背景の前には、運営時に遵守しなければならないルー

ルなどもあります。こうしたルールや法律を遵守し、

合法的な民泊運営にハイブリッドに対応し、収益機能

としてもオーナーの利益アップに応えるのがこのプロ

ジェクトです。現在、当社所有地の湯島（東京・文京区）

でも実施を検討中ですが、通常は一般的な賃貸マンショ

ンとして運用でき、民泊運営におけるニーズや環境が

整った際には、民泊運営に切り替えられるハイブリッド

な機能を設計段階から取り入れた新築マンションです。

民泊運営時、物件に求められている条件は下記のよう

な内容になります。

こうした諸条件を企画設計段階から考慮したプランニ

ングを行い、新築マンションとして建設・運用してい

いきます。もちろん、オーナーの要望に合わせて、通

常の賃貸としてもハイブリッドに応えることができる

ので、不動産を取り巻く環境の変化にもフレキシブル

に対応することができます。このプロジェクトで建築

した新築マンションで民泊運営をした場合の収益試算

モデルは右記のようになります。今後の投資プランの

選択肢として、是非ご検討ください。

・居室の床面積が25㎡以上であること

・出入口及び窓は鍵をかけることができること

・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下
などとの境は、壁造りであること

・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房
及び冷房の設備を有すること

・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること

・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のた

めに必要な器具、設備及び清掃のために必要

な器具を有すること

・消防法への適合

株式会社アウルが手がける新規物件の情報です。

予想稼働率
運営費／月
NOI／年
NOI利回り

74 ％
￥210,000（７戸合計）
￥27,316,800
10.11％

■仮称：湯島プロジェクトの収益モデル
土地＋解体＋建物代金
見込み賃料／月

￥279,000,000
￥1,362,000

宿泊費／１泊 ￥112,000（７戸合計）

テナント：￥242,000、レジデンス：￥160,000
（1戸想定 ×７戸）



これからの民泊に求められること

アウル投資物件リポート

１店目は豚骨 100％でコクがあるのにあっさりした味わいが人気のラーメン店
『らーめん五丈原本店』。自慢の自家製チャーシューは口でトロける美味しさ。ボ
リューム満点のチャーシューおにぎりも人気です。もう１店は、紅い甘エビの旨み
と風味を凝縮した『えびそば一幻 総本店』。大量の甘エビからとった「えびスープ」
に相性が良い２種類の太さの麺と具材で、究極のおいしさを追求しています。

ループ化された札幌市の市電『東本願寺前』停から徒歩３分という好立地で中
心部へのアクセスも便利です。電車通りをまたぐとススキノという立地にありな
がら、近くには東本願寺札幌別院、マンションやアパートが建ち並び、住環境
も整った生活に便利な地域です。

近隣スポットインフォメーション
HOUSE GALLERY 

Vol.04「緑蔭の家」

about 
MINPAKU

area 
REPORT 南７条

エリア

▲「らーめん五丈原 本店」
住所／札幌市中央区南７条西８丁目1024-24
TEL／ 011-561-3656
営業時間／ 11:00 ～翌 3:00
定休日／無休

▲「えびそば一幻 総本店」
住所／札幌市中央区南７条西９丁目1024-10
TEL／ 011-513-0098
営業時間／ 11:00 ～翌 3:00
定休日／水曜日

INFOMATION

1972 年に札幌で開催された冬季オリンピックは、札
幌のプレゼンスを高め、国際化に大きく貢献し、札幌
の街を大きく変えました。今回、札幌市では「2026
年冬季オリンピック・パラリンピック」招致を目指すこ
ととなり、その招致が決まった際にはこれまで以上に
インバウンドの来札が見込まれます。それを視野に入
れた宿泊受入れの施策として、民泊の導入も重要な選
択肢といえます。

『2026年冬季オリンピック・パラリンピック』招致 相続税対策としての不動産投資

相続税対策には大きく分けて２つの方法があります。
１つは贈与を行って資産を徐々に減らす方法、もう１
つは不動産を活用し資産の評価額を下げて節税するも
のです。贈与は相続まで時間があり、現金が多くある
場合に有効です。一方、不動産を活用した節税方法に
ついては、使い方次第で一気に評価額を下げることが
でき、贈与より短期間で大きな節税効果を生むメリッ
トがあります。

フィリピンの不動産調査会社である global property 
guided の資料に基づき、不動産の表面利回りで各国
を比較すると、2015 年実績で、アメリカ 3.91%、イ
ギリス 3.21%、フランスは 2.89%。アジア圏では中国
2.66%、香港 2.82%、台湾が 1.57% となっています。
気になる日本は 5.02% で札幌は 6.90% 程度となって
います。実は日本はOECD加盟国のなかで最も不動産
が安い国となっています。

世界の都市の投資物件利回り

フォレスタが建築した個性溢れる住宅を
印象的な写真でご紹介します。

～今回の物件の近隣にある飲食店やショップ、施設などをご紹介致します！～
北海道の道南杉と自然が調和した家

物件名 Soldias S7
構造 鉄筋コンクリート造5階建
所在地 札幌市中央区南7西8丁目
最寄駅 市電 東本願寺前停　徒歩３分
タイプ 1LDK（24戸）
築年 平成28年11月

札幌の街並を眼下に望む、藻岩山の麓に建つ杉の羽目板が印象的な「緑蔭の家」。300 坪の敷地を切り
拓いて作った一般道路からのアプローチの先に、自然に溶け込み、オーナーの要望をふんだんに取り入
れた存在感と風格のある家が建っています。外壁だけでなく玄関や吹き抜け、部屋の内装にも杉の板を
用い、家のなかでも木の温もりと香りが感じられます。本屋に使ったガルバリウムと杉の木目が、周りの
緑と調和する印象を与えてくれ、四季の移ろいの中で、ゆったりとした時間の流れを感じながら暮らすこ
とができる家です。

普段は女性限定の BELBE で、男性の方にヨガを体験していただく特別プログラム『BELBE メンズ限定
ヨガレッスン』を開催しました。今回は、そのレッスンにアウルスタッフが参加しました。仕事が忙しくて、
ちょっと運動不足に加え、下っ腹が気になってきたという男性スタッフ。約１時間のホットヨガを体験し
ました。まずはマットに横になり、カラダの力を抜いて心と体を開放。深く息を吸いながら、ゆっくりは
くヨガ独特の呼吸法でリラックスしてから、カラダの各部に効くヨガのポースを実践。たっぷり汗をかい
て、カラダの代謝も良くなったようです。今後も BELBE では、こうした特別レッスンを企画していく予
定です。皆様の職場やグループでもご要望があれば、レッスンの企画を検討しますのでお気軽にお問い
合わせください。

『BELBEメンズ限定ヨガレッスン』をアウルスタッフが体験

1F

2-5F

＜民泊ビジネスの追い風＞
「ハイブリッドマンション」のメリット

弊社が販売準備を進めている「ハイブリッドマンション」には、民泊ビジネスを
始める上で様々なメリットがあります。

メリット＜その１＞ 日本人が利用するホテル宿泊予約サイトにも登録できる
民泊のポータルサイト airbnb を利用する 95％以上が外国人旅行者です。
airbnb に登録するだけでは繁忙期と閑散期の差が生じてしまいますが、ハイブ
リッドマンションは旅館業法の許可を取っているので、日本人が旅行へ行く際に
よく利用する「ホテル宿泊予約サイト」にも登録することができます。それによ
り民泊で生じる空室の穴埋めができ、ほぼ 100％に近い稼働率を実現できるの
ではないかと予測しています。
メリット＜その２＞ 民泊新法の動向を気にせずに運営できる
民泊の法整備を行うため、2015 年 11 月から政府の検討会が定期的に開かれて
きました。今年の国会提出後、施行予定の民泊新法では営業日数制限が制定され、
その日数は年間で 180 日以内というのが濃厚になっています。ハイブリッドマン
ションは旅館業法の許可を取っているので営業日数制限はかかりません。民泊新
法の動向を気にすることなく民泊ビジネスを始めることができます。
メリット＜その3＞ 販売価格は従来の収益マンションと同様の価格
弊社で販売準備中のハイブリッドマンションの価格につきましては、民泊の収益
を利回りには反映させずに、従来の収益マンションと同様の価格で販売すること
を考えています。従来の収益をはるかにしのぐ民泊による収益を法を守って得る
ことができます。 ＜次号へつづく＞

メリット＜その４＞ 札幌ナンバーワンの民泊運営サポートが付いている
宿泊者の予約から滞在中のトラブルなど、わずらわしいことすべてを札幌ナンバー
ワンの民泊運営サポートチームが対応するので、安心して運営をお任せいただけ
ます。しかも、サポート手数料は収益の 20％をお支払いいただくだけです。他
物件では高い所だと 35％の手数料を取るところもある中、これは最も低い手数
料設定になっています。最高峰の運営サポートが付くのになぜ 20％の手数料で
済むかというと、清掃員がフロントスタッフを兼ねるなどして人件費のコストを
抑える体制づくりをしたからです。同じような方法で人件費を削減し成功してい
る大手リゾートホテルをご存知の方も多いかもしれません。
これらのメリットを知っていただくだけでも、いかに魅力的であるかがお分かり
いただけたのではないでしょうか。民泊に必要なものは、体制として全て整えて
います。そして、アウルのハイブリッドマンションは民泊ビジネスの理想型を目
指します。

札幌市中央区北４条西2丁目１-２ 
キタコートレードビル６F

■ホットヨガスタジオ BELBE 札幌駅前店

http://www.hotyoga-belbe.jp

まで

お気軽にお問い合わせください。
TEL. 050-3784-2824

営業時間：10：00～22：00　
定休日：第１・第３月曜日


