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安心 安全 スピーディーに 

高値売却をする 3つのコツ 

  ＋ 

将来資産形成のための 

相続コンサルティング力 

 

【AI 企画力×人間力×感謝力】 

 
現在の不動産売買仲介取引きの営業は、国家資格である「宅建士」をもった経験

豊富で不動産取引きの知識以外にも相続全般の知識がある相続診断士や終活士

成年後見制度に詳しい不動産後見アドイザー資格、寄付診断士などを取得した、

地域情報が豊富で、丁寧・親切心・わかりやすい 【AＩ企画力×人間力×感謝

力】 営業姿勢が積極的な営業担当に出会えるかが大切です。 

今の時代、単純売却 ネット力のみではスピーディーに市場での高値で売却は

できません！！資産形成は今でなく相談者様のゴールを幅広い提案できる 

ことが大事！！ 

 

     人生 100 年時代 不動産資産 相続コンサルティング 

相続相談できる営業担当、地域密着の信頼できる会社でなければいけません。 

木を見て森を見ずでは感情面 経済面 不動産取引き相続対策失敗します。 

ただ売却 購入の時代は古い考えです。 

 

ロイヤルハウジンググループ 早期に高値で売却できる５つの理由！！の一つ 

ロイヤルは創業 47 年 ワンストップ 地域密着から顧客密着経営 

         だからできること 
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公助 自助 共助の考え   

        しあわせのお手伝い 

          小さな親切心 

      地域のお困りの解決窓口を開設！！ 

 

 

 

 

 

ロイヤルハウジンググループ「円満相続」相談窓口  

提携の弁護士、税理士、司法書士、行政書士、相続士 ファイナンシャルプラ

ンナー、測量士、社会福祉士などの士業の先生方がチームを組んでお客様のご売

却をしっかり解決にむけ無料でサポートします。 

キャンペーンで円満相続税理士法人 橘 慶太 日本一相続専門税理士 

 通常１時間３万円かかる相談料をプレゼントします。詳細は別途 

人生 100 年時代 円満相続のためにはいかに元気なうちに家族会議を開催 

第 2 の人生を組み立てるかが大切です、感情面 勘定面の整理から始めましょ

う。そこから 必要に応じてロイヤル提携 弁護士 税理士 司法書士 行政

書士 測量士等を相続診断士がご紹介させていただきますので安心して下さ

い。（各種 専門家に依頼があった場合は費用が発生します。見積もりなど 

  ご遠慮なくお伝えください。ロイヤルハウジンググループ円満相続 相談

窓口 相続診断士がご相談者様のサポートに入りますのでご遠慮なく 難し

い専門用語を使用せず わかりやすく 丁寧に対応をさせていただきます。 

 

 

相続財産の大半は不動産です。 

ロイヤルグループ不動産相続の相談窓口だからできること。 

      
うばえあえば足らぬ わけ合えばあまる 

       円満相続のため事前家族会議セッティング開催！！ 

      経験豊富な相続診断士が司会進行をして家族会議をします。 

    相続士が感情面 経済面のことを家族の間に入り 円満相続に導きます。 

最高で最大の効果を発揮する相続対策は、家族仲良く円満に過ごすこと。 

相続ってどこに相談すればいいの？ 遺産分割はどうすれば  相続人は誰？ 遺留分っ

て？ 認知症と診断されたら？ 介護の苦労は報われない？ 生前贈与 3 つの注意？ 配 

 



 3

偶者居住権って？家族相続でもめたくない 配偶者居住権って？相続税８割引き タンス

預金税務調査？名義預金 いつまでに何をすればいい？ 成年後見制度？ 養子縁組？ 

     家族信託 贈与 養子縁組 身内がなくなった時の手続きは？ 

         一番大事 何より相続でもめないようにするには？ 

生前に相続相談 現場で起きている本音の役に立つ知識満載！！ 

 
ぶっちゃけ相続 円満相続税理士法人 日本一相続専門 税理士橘先生の 

出版本を先着１０名様プレゼントします。 

ロイヤルは、高齢者住宅 軽井沢 熱海のリゾート住宅 UR 分譲マンション 戸建 お

住み替え先までワンストップで最初から最後まで創業４７年信頼戸実績でしあわせのお手

伝い。賃貸管理（分譲マンションか１室から賃貸アパート マンション 戸建まで） 

不動産でお困りなオーナー様ロイヤルにお任せください。 

 

※亡くなった人すべてに相続税がかかるわけではありません。 

     相続税基礎控除 3000 万＋600 万×法定相続人の数 

遺産から基礎控除を引いた金額に相続税がかかる。 

 

この額を超えなければ相続税かからない 相続申告もいりません。 

 

ではなぜ？？ うちは相続税がかからないわ！！ 

 

ちょっと待ってください。遺産額 1000 万円から 5000 万以内の基礎 

控除内で収まっている家族が遺産分割事件の 75%である現状です。 

 

 

売却相談理由は問いません。 

 相続 離婚 債務整理 相続節税 資産組み換え 遊牧土地 生前贈与対策 

生前贈与対策 認知症 任意（法定）後見人  高値で売却したいから 転勤 

お住替え 単純売却 転職 老朽化 空き家 空地 借地 地上権 他社で

売却しているが売却できない 高齢者住宅に行く軽井沢 熱海リゾートに住

替え 即金買取り現金化したい 息子娘に購入したい 子供や親族の家の近

くに 有料老人ホームへ 高齢者向け住宅（サービス付き高齢者住宅）に入居

したい 介護保険で入所できる施設（特別養護老人ホーム）に入所したい UR

（旧公団住宅） グループホーム 介護付き老人ホーム 高齢者用賃貸住宅 

特別養護老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅  現在の家に住み続け

たい 兄弟間売買（住宅ローン組めます） 自宅を生前に息子 孫に贈与した



 4

い 相続税がいくらかかるか 相続対策 不動産取引き境界他トラブル 譲

渡所得税 小規模宅地 配偶者居住権 家族信託 家族信託  相続したマン

ション、不動産をほったらかしにしている 底地借地同時売買 親が再婚 遺

言書を作成するのに時価評価 他社に依頼してるけどなかなか売れない案内

も入らない  他社で最初の査定額より低い など 

  

分割協議財産目録など なにから手をつけていいかわからない 

 安心ください まずはあなたの相談にあった専門家チームを作りゆっくり個

室相談室でご不安をお聞きして解決を図って参ります。 

 

 

    実は 【簡単な家系図】が円満相続の秘訣になります。 

  

親はまだ 相続なんて早い 縁起が悪い。  

息子様 娘様は、お金の問題ではなく兄弟揉めたくない。 

 

 ご両親が元気なうちに相続アドバイザーと一緒に気持ちを整理することが争

族（あらそうぞく）にならない否決です。   

 

親、子供 お互い真逆の意見をもっています。 

 

    息子は、兄弟姉妹揉めたくない。 

親は生前贈与なんてまだ早い 贈与をすると悪い子になる  

不動産も兄弟３人で登記すればいいのではないか？？ 

  

   なぜ、ロイヤルハウジンググループ 「円満相続 相談窓口」 

が選ばれるのか？ 

一つにロイヤルグループは、創業 47 年、売却から UR 賃貸 高齢者 軽井沢 

熱海他リゾート、買取り、リフォーム、相続事業部、高齢者事業部とお子様

からお母様の資産コンサルティングのご相談からお住替えまでワンストップ

で対応できるところが他社にない強みでもあります。 

 

他社は、売買は売買だけ 賃貸は賃貸だけ ロイヤルは売買 賃貸どっちも

査定 しかも ワンストップで高齢者住宅から軽井沢 熱海リゾート UR

お住み替え先までご紹介可能です。 
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売買 賃貸 リフォーム 軽井沢 熱海別荘リゾートマンション 高齢者の

住まい（サービス付き高齢者住宅） 買取り リフォーム 不用品処分 

相続事業 人生のあらゆるシーンに合わせて快適な住まいとは何かを考えご

家族の立場でご提案いたします。それができる不動産仲介会社 創業 47 年の 

信頼と実績ある会社になります。 

 

 ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップが創業 47 年の 

信頼と実績でロイヤルハウジンググループ「円満相続」相談窓口が 

相続に精通した専問化とともに最善の相続のお手伝いします。 

※円満相続のための事前家族会議開催中！！ 

法定相続人 遺言執行代表 相続人代表様には、ロイヤル相続相談員（相続診

断士）が心を込めて家族会議のセッティングをさせていただきます。 

お客様お一人お一人 相続対策を提携税理士 司法書士 ファイナンシャル

プランナー相続に精通した士業の先生とともにご提案をしていきます。 

 

  ロイヤルの相続診断士が窓口になりますでご安心ください。 

 

※相続対策は節税対策より、事前の遺産分割協議対策が大切だったりします。 

 

   

  毎月１回 相続勉強会 個別無料相談会（お一人 30 分） 

定期的に 収納セミナー 感謝祭音楽祭など 

           無料で開催しております。 

  ぜひ、一度 ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップに 

          ご来店ください。きっと お役に立ちます。 

詳しくは、担当 QR コードなどを参考にして下さい。 

              
https://www.royal-h.jp/sinagawa/index.html 

 

 

突然のお手紙失礼申し上げます。 
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はじめまして、私、ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップ  

所長兼相続事業部 部長の堀口 孝（ほりぐち たかし）と申します。 

まずは、私の自己紹介をさせて頂きたく思います。大手不動産仲介会社（三井リ

アリティ・住友不動産販売）で主に個人の戸建・マンション・土地の取引きを多 

 

く経験させていただき経歴は 27 年目になります。 

現在は、地域密着・ワンストップサービスを掲げるロイヤルハウジング販売（株）

品川八潮ショップに在籍させて頂いております。皆さまが不動産取引きにあた

り絶対に失敗しない選択をしていただきたく、私の 27 年間の不動産取引きの実

務経験が少しでもお役に立てることがあればと思い、今回は、ご相続にかかわる

お取引きの話を中心に、実際に市販の不動産取引き本（＝不動産の実務に精通し

ていない営業経験がない方 経済評論家等が執筆した本）に掲載されていない営

業実務の不動産取引きに基づいた本音（実際）のお話し中心にさせて頂こうと思

います。 

不動産取引きの現場営業畑を歩んできたからこそ、高値でスピードをもって安

全 安心 わかりやすく ご売却をご検討の方に少しでもお役に立てることが

お伝えできればと思っております。 

最初にお話しさせていただくのは、中古戸建・マンション・土地の取引きは売買

契約の引渡し後に裁判、瑕疵担保責任トラブルになるケースが多く、売主様はそ

の損害を被らないためにも最新の注意をはらわなければいけません。 

中古戸建・マンション・土地のお取引きで売主様が損害を被る裁判・トラブルに

なっているケースを皆さまもよく耳にされているのではないでしょうか？どう

してなのでしょうか？もとの種を検証していくと以外にも驚く理由が多いよう

です。 

その実態を検証していくと大手に限らず不動産取引きの仲介役に入る営業マン

の経験不足、専門家としての知識不足（国家資格である宅地建物取引士や不動産

仲介士 相続案件などでは相続士（上級）等の免許を取ってない。）、物件の 

調査不足（営業が物件調査を怠る、会社で教育制度がない）スケジュール管理不

足（契約だけすればいい生産性重視の会社気質）、営業の怠慢（仕事に対する姿

勢・修行が足りない 勉強研鑽不足）等の為におこるケースが多いようです。 

実際の一番多いトラブル・損害のケースは、売主様が取引き後に瑕疵担保責任（3

ヶ月）を問われることです。心理的な瑕疵（過去に自殺 事件 杭問題 騒音・・・

など）、マンションなどでは、議事録の内容を重要事項説明書で買主に説明を怠

ったなど。売主様にしっかりご理解いただけるようご説明を怠るケース。 

 

不動産取引きにおける中古戸建の売主様の瑕疵担保責任（買主様に責任を負う）
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とは ①雨漏り ②シロアリの害 ③建物構造上主要な部位の木部の腐食 ④

給排水設備の故障になります。 

マンションの場合は上記① ② ④ ＋給湯、水廻り、空調関係の主要な設備の

故障（物件引渡しから７日間）、の隠れたる瑕疵での問題が多いです。心理的な

瑕疵なども該当します。そういったことを事前に買主様に告知しない事による

告知義務違反が一番多いのです。担当者も売主様によく思われたいがために 

告知義務の大切さを売主様にしっかり説明しないで売買契約を進めてしまうケ

ースもあります。 

今後の民法改定などでも隠れた瑕疵の要件をなくし、これに伴い「契約の内容に

適合」という概念が導入されます、つまり売主に対し善意・悪意に関係なく「履

行の追完の催告」ができ買主は代金減額請求をすることができる流れになって

いくことになるでしょう。告知義務での売主様の最善の対策としては、買主様へ

インスペクション（建物診断）を行うなどして事前に買主に報告書などに基づき

説明をしっかり行うこと、それによって知りえた事実も含め売主様が知りえる

事実に物件状況報告書などで告知をすることなどが、売主様の安心・安全にお取

引きする（トラブル・損害回避）対策として非常に重要になります。 

設備保証を仲介会社につけていただくのもよいでしょう。 

もちろん、ロイヤルは設備保証などのサービスも負けませんのでお任せくださ

い。 

専門家によるインスペクションの活用を促すことにより、消費者が安心して既

存住宅の取引を行える市場環境を整備するため、宅地建物取引業法が改正され 

平成 28 年 6 月 3 日に公布されました。この法律は平成 30 年 4 月１日より施行

されますした。 

逆に売主様負担の瑕疵担保責任ではない経年経過による汚れ カビ 傷 軽微

な損傷（パッキンの故障）によるものなどを売主様に請求する、媒介金額から値

段を下げる（業界では値こなしといいます。）の材料、値段交渉の材料にする会

社（担当者）も見受けられますので疑問を感じるとともに憤慨致します。 

 

 

一番 大切なものは、実は目に見えるものより  

目視できない土に埋まっている埋設物？  

              

 

 

 

中古戸建ての不動産取引の際は、実際に目に見えない水道管の越境、私道負担・
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通行許可、地中の埋設物（浄化槽）、境界確定・塀・擁壁・高低差・有効面積・

建物の傾き・植裁・建物等の越境、道路掘削承諾、私道公共升越境、過去の水害・

災害・火災宅地以外の地目の変更（特に農地）拡格法の申請、増築による違法建

築、水道管の共有・私設（隣地承諾）路地上土地の建築可否、駐車場、土地の形

状、相続人確認、借地権調査、水路占有許可、代理人の売買契約、アパートの瑕

疵、債務超過物件、宅造法違反の擁壁、都市計画道路の調査、建ぺい率・容積率

調査、道路幅員、建築基準法、土砂災害警戒区域、ハザードマップ、海抜、開発

許可、車庫部分の登記、ペット飼育制限、残地物、文化財保護法による建築制限、

管理規約・リフォーム制限・生産緑地法による 騒音、建物全体の換気口、境界

の明示義務（隣地立会い）敷延２ｍ接道義務、近隣嫌悪施設、騒音（羽田航路な

どが話題に）、日照、自殺、事件、軟弱地盤、登記簿確認、高圧線、管理費・修

繕積立金臨時負担金大規模修繕予定、管理費滞納、借地権、未登記、権利証確認、

測量立会い、杭の耐震偽装問題、高速道路隣接による騒音・洗濯物被害、マンシ

ョンでは議事録内容（住民と組合の争い事）、隣に犬がうるさいなど、ベランダ

で喫煙、上下となりの子供の走る音がうるさいなどの心理的な瑕疵になればき

りがありません。 

 以上の多数の項目を関係省庁局・管理会社の調査、近隣・売主様よりヒアリン

グ、特に現地での道路調査・越境物調査を行い重要事項説明書・物件状況報告書・

付帯設備表などにまとめて買主様にご理解、ご納得いただけるようご説明を行

うわけですが、ここにも営業担当によって大きな仕事の差がでてきます。インタ

ーネットや法務局などの図面の情報だけの調査で、現地調査をしないで売買契

約をしてしまい間口が２ｍ道路と接してなく再建築ができないと判明、裁判に

発展してしまったケース、今回は引き渡し前で良かったですが引き渡し後２年

ぐらいして建て替えを行おうとして再建築できない土地と判明した場合２年後

にトラブル裁判にもなります。信じられませんが最近若い営業マンが現地調査

に行かない怠慢調査が多いのが現状です。そうなると売主様の大切な時間のロ

ス・損害が発生するケースが多いわけです。経験の浅い、専門知識が不足してい

る営業マンが仲介人にはいりますとこのようなことで売主様が予想外の支出が

生じたり、トラブル（裁判訴訟）に発展するリスクは高くなります。 

 

 

 

 

 

 

法律の改定などもしっかりした説明が必要です。   



 9

立地適正化計画（都市再生特別措置法）による居住誘導区域外の区域内における

届け出義務等の説明、これは、人口と急激な減少と高齢化を背景として高齢者や

子育て世代にとって、安心、健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び

経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となり福祉

や交通なども含め都市全体の構造を見直し「コンパクトシティ・プラス・ネット

ワーク」の考え方で進めていくことが重要です。都市再生特別措置法はこうした

背景を踏まえ行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくり

に取り組んでいくため、改正され、平成 26 年 8 月 1 日施工されました。土砂災

害警戒区域等指定の、津波災害警戒区域等指定の現状、東京都建築安全条例の一

部改正（小規模共同住宅の敷地の接道義務一部緩和）、横浜市「不燃化推進地域」

の指定、東京都「新たな防火規制について」新防火地域制度の概要など日々説明

する内容が増えて参ります。 

 

 

  

 

※ 下記事項は、国家資格者である「宅地建物取引士」以外が行うことができま

せん。重要事項説明の前に必ず宅地建物取引士の免許証を提示してもらって

ください。又、従業者証明書などを提示してもらうこともよいでしょう。 

 

 

 

①重要事項説明書（宅地建物取引業法第 35 条第 1項） 

②重要事項説明書への記名押印 

③契約締結時に交付すべき書面への記名押印 

（宅地建物取引業第 37 条第 3項） 

 

 

 

高齢者のトラブル事例～成年後見制度の利用～ 

 

それ以外にも最近、高齢者を売主とする不動産の売買契約が高齢者に意思能力

が欠如したことを理由に無効とされたケース。また、売却したいときに売主様

が認知症の疑いがあり売却に非常に時間と金銭がかかったケースや売却できず

相続になり争続（あらそい事）になったケースもあります。これは日本は平成

２５年時点で総人口に占める高齢者（６５歳）の割合が２５％を超えており、
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世界でもまれにみる超高齢社会であることが原因と考えられます。今後の消費

税再増税、相続税増額を背景に、土地や中古戸建・マンションの売却が増えて

高齢者との不動産取引きも増加することが予測されます。意思能力の欠如によ

るトラブルを起こさないためにも事前にしっかりと対処法が必要です。 

 

事前の相続対策が争続を回避します。 

 

相続対策でも相談件数・トラブルが増えています。実際に先週ご相談にあった

お話しですが預金は平等に分けられるが、建物・土地をどうわけるか。３人兄

弟みんな仲が良かったのに、父母が相続対策を事前にしておかなかったことに

より争続（そうぞく）になり兄弟縁を切るまでなったのです。 

さらに、本当に問題になるケースは空家になったのに、その家に兄弟誰も住む

ことがなく、庭の草刈り等の維持管理、固定資産税を払い続けなければいけな

い事や、固定資産税の軽減がなくなり固定資産税が高くなる、空き巣、劣化、

隣人からのクレーム、放火のトラブルによりいつのまにか自分たちが今社会問

題化している空き家問題に直面してしまったというケース。貸すにしてもリフ

ォームをかけなければ借りてがいない、売却したいときに立ち退きが難しく売

却困難、資金が欲しいときに売却できない。どこからリフォーム費用を捻出す

るのか、長男夫婦は、子供が３人いて教育資金が大変だ。 

弟は、事業をしており、売却をして事業資金に充当したい。兄弟喧嘩になり口

もきけない状態なので話しあいもできず、弁護士にお願いをして費用・時間も

かかりくたくたになる。こんなことなら、前もって話し合いをしておけばよか

った。売るか、貸すか、管理を依頼するのかすべてまとめて相談できる頼りが

いある経験豊富な営業マンが必要です。ご相談されたほとんどの会社は売主様 

もご経験があると思いますが、売買担当は売却を薦め、賃貸担当に相談すれば 

賃貸や管理を薦められます。よって、売買・賃貸中立な立場にたった売買も賃

貸も経験豊富な営業マンが頼りになるわけです。 

またローンの支払いが困難になり、任意売却（不動産競売開始決定前に自宅を市

場価格で売却できる）になるケースでは、債権者が差押さえ解除承認、抵当権の

抹消交渉、税金の免除申請、立退きなど一筋縄では解決しません。このように中

古住宅を売却するには、特に中古不動産取引きに精通し、任意売却経験豊富な営

業マンでないと解決は難しいでしょう。市民税・住民税は、会社が閉鎖し個人破

産しても死ぬまで追ってきます。年金受給者であろうと・・なぜ売却の時に事前

に整理してあげないんだろう？（常にプロとして憤慨します。） 
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不動産取引きを安全・安心にお取引きいただくには、国家資格である宅地建物取

引士の資格をもった＋不動産取引きの経験豊富な営業担当に依頼された方がよ

り安心・安全にお取引ができることをご理解いただけましたでしょうか。 

さらに紛争防止とともに、宅地建物取引士が中心となって、リフォーム会社、瑕

疵保険会社、金融機関、建物インスペクション等の宅地建物取引業に関連する業

務に従事するものと連携を図り宅地および建物・区分所有建物（マンション）の

円滑な取引の遂行を図ることが任務であると考えます。 

今、不動産業界でブームになってきているインスペクション（建物診断）ですが

実は、私が札幌で大手不動産仲介会社に勤務しているときに委員会に入ってお

りこれからの時代は情報開示の時代になると思って２０年ようやく制度。法律

も整って参りました。アメリカなどでは、インスペクション制度は売主様はほと

んど実施しております。中古住宅を購入する買主様の一番心配不安は、建物があ

と何年使用できるか又、リフォーム費用がどれくらいかかるのだろうか？屋根

裏・上に瑕疵がないだろうか、雨もり、白蟻の害、建物構造上主要な部位の木部

の腐食、給排水の故障はないのかしら？建物の傾きは大丈夫かしらなど不安だ

らけでありまた、その部分が不安で値段交渉や後から告知できないで裁判に発

展になる、解約になるなど売主様にリスクになるわけです。 

中古戸建を少しでも高く買主様に価値をもってもらうには、インスペクション 

（建物診断）専門建築士等による目視調査を行いご案内等では確認できない建

物部分に対しご安心いただけることにあるのではないでしょうか。実際の買主

様をご案内では、売主様の手前なかなか押し入れの中を拝見することですら遠

慮してしましますし、傾きなど図ることも売主様からやな思いをされてしまう

のが現状で長い時間ゆっくり見学するのが難しいのが現状です。採寸したりも 

遠慮してしまいますよね。 

 

札幌転勤時代。実際にインスペクション（建物診断）を当時行って販売活動した

中古住宅は、買主様にとっては良いところも悪いところも専門建築士による目

視調査ですが明白になり、安心して高く売却、値段交渉もなく、トラブルもなく

お取引きすることができました。また、販売をする際に他の中古住宅との差別化

にもなります。 

ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップはインスペクション（建

物診断）・設備保証サービスはもちろんのこと、チーム全員が国家資格である「宅

地建物取引士」・「不動産仲介士」又相続士（上級）、不動産後見アドバイザー 

不動産コンサルティングマスター資格、住宅ローンアドバイザーの資格をもち

経験豊富な社員（女性職員含む）が在籍しております。相続・買取り・税金・住

宅ローン・リフォーム・空き家管理、ＵＲ賃貸・サービス付き高齢者住宅・老人
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ホームの斡旋・引っ越し・不用品処分・火災保険・遺言書作成、登記に係る司法

書士のご紹介を親切・丁寧（わかりやすいツール書面を作成）スピーディーにご

対応させていただきます。また、お客様が不動産のご相談を窓口一つでできるよ

う（売却か賃貸かどちらもご対応可能です。）ワンストップサービスを実施しグ

ループ会社一丸となってご対応させていただきますのでご安心頂けると思いま

す。私、所長の堀口と課長代理植村（女性）、長岡主任、小串副主任相談員４名

体制で手厚くお客様のサポートをさせていただきます。お気軽にご相談くださ

い。 

 

本当の不動産取引きプロフェッショナルに出会いましたか？ 

 

これからの時代は、いかに売主様が、経験豊富で信頼できる 

不動産仲介エージェントに出会え 

リスクを回避し今の市場価格の高額で売却するかが成功への道です。 

 

 私ごとですが、首都圏・神奈川・地方（特に札幌市内）合わせて大手不動産仲介

会社で 17 年 地域密着の不動産仲介会社で 7年合計 27 年不動産仲介の取引き経

験をさせて頂いております。数々の不動産取引きの実務を経験し、大手在籍中は

全国取引き件数で表彰されたこともあり、現在まで仲介取引件数は 1800 から

2000 件以上（賃貸取引きは除く）の実績がございます。お客様一人ひとりの目

的にあった不動産のお住み替えプランを不動産取引き経験をもとにゆっくりお話

しを聞かせて頂きたく思います。又、最近では事前の相続対策として、息子さ

ん、娘さん、父母、兄弟姉妹が忙しく集まる機会がないので事前の遺産相続の家

族会議セッティングが進まないときなどのご相談、司会進行などもお手伝いをさ

せて頂きます。 

 

北は北海道、南は沖縄と幅広いお客様、ブレーンとの出会いが私の財産です。何

より、難しい債務整理案件でお客様に｢お前は本物だ｣と言っていただいたことが

励みです。私は、売主様のお気持をゆっくり、じっくりお聞きしながらどうした

ら一番良い結果になるだろうと夜寝れない日々が続くときもあります。 

この仕事が誰よりも好きなんだなと思います。 

 

売主様の売却理由はいろいろありますがほとんどの方は次の目的、目標に向かっ

て必死なお気持ち不安な気持ちだと思います。当然 売主様以上にプロである 

我々が必死にならないで、安心で安全なお取引きができるはずがありません。何

回も繰り返しますが売主様はほとんどの方が必死です。その教えは札幌での修行
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時代憧れの先輩から常にご指導いただいたお言葉です。 

大学時代（法学部在籍）に宅地建物取引士の資格を取得し、常に売主様にお役に

立てること、喜んでもらえるサービスは何かを模索して参りました。 

今思うには本当のサービスは、嘘をつかず、正直であり、丁寧にわかりやすく、

今の市場価格で一番高い値段で安全・安心なお取引きをスピーディーに完了す

ることではないでしょうか。 

 

不動産価格、特に中古戸建価格には個別要因、地域要因、歴史実績、土地の形状、

道路接道（再建築可能か）、上空 埋設物の越境。。。などあげればいろいろな要

因がありますので、机上では絶対に査定金額などでないのが通常です。宅建業者

には「評価額の根拠説明義務」（宅建業法 第 34 条の 2）があります。業者から

説明がない場合には、こちらから積極的に査定価格の根拠について聞きましょ

う。根拠があいまいであればその会社は責任をもった仕事をしていないと言う

ことになります。根拠のない価格査定により媒介契約取得を促す業者は、売主様

の目的を考えていないことになり、売主様の目的に時間と価格の目減りを引き

起こすことでしょう。 

責任もった仕事をする会社担当なら必ず訪問させていただき机上ではなく調査

もしっかり行い売主様にご報告を致します。よく大体でいいから金額教えてく

れないかというお客様からのお問合せに対して、私はプロとして「お答えしかね

ます」と答えます。だいたいいくらくらいですねという担当はやる気がないか本

当に地域のことを考えていない人だと思います。 

地域密着会社である以上は、地域の市場価格に自信をもって伝え、守り地域の良

さを伝え、継続取引きしていくことが最大の使命になります。査定価格について

は何回でも売主様とご納得いただくまでお話し合いを行いますし、相談査定も

ご遠慮なくご自宅を拝見させていただきます。リフォームの内容によっては買

主様の希望センスとマッチングすれば高い金額で成約につながったりもします。

先々ご売却を検討している又は相談だけなどご遠慮なくご相談いただきたいと

思っています。逆にお客様から地域のことを勉強させていただくことが多く申

し訳けなく思うことがほとんどですので助かります。その地域の情報量をもっ

ている会社、購入したい買主様の登録が多い会社は高値で売却できております。

遺産分割協議でも、不動産調査をしっかりしていなく、現地確認を怠り、市場価

格の半分を引き継いでしまい相続税支払いができず兄弟で裁判になっているこ

とがあります。 

私は、この不動産仲介の仕事は売主様が次の目標・人生をスタートするお手伝い

ができる素晴らしい仕事だと感謝しております。特に中古戸建での取引きは営

業マンの人生経験、腕が顕著にでます。（第 2の人生設計総合プロデユース事業
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でもあると考えます。） 

本当のサービスは、親切心をもったサービス＋結果（今の市場価格一番高値で 

売却をすること）それには、地域で情報量一番・買主希望者登録数が一番 

でなければならないと感じております。この資金をもとに第 2 の人生をスター

トされるお手伝いをさせていただくわけです。 

 相続事業部のセミナー参加者の中には、相続税節税のために少し高値で不動産

を購入して不動産を娘に贈与し生前贈与対策をされる方もいます。 

いろんな角度の購入検討者様がロイヤルには登録されていますのでスピーディ

-で高値で売却が可能な要因の一部です。 

 

 

 

一種・職人技です。 

  

売主様のご売却の理由はそれぞれ違うこともありますので、お一人・お一人 

個室でゆっくり丁寧にお話しをお伺いしご対応させていただきたく完全に予

約制でお願いしております。あらかじめご承知おきください。 

最後に私がよく耳にするのは信じられませんが、売却活動をしてご売却がなか

なか進まない。営業担当者が最初に約束したことを守らない怠慢営業、担当者

が経験不足、知識不足、宅地建物取引士・不動産仲介士の免許がない、ご売却

活動の全体的なスケジュールを説明しない、最初に媒介契約をした価格からす

ぐに価格を下げられた又下げる提案をされた、 宅建業法で定められた媒介経

過報告が専属専任媒介契約で１週間に一回以上専任媒介契約で２週間に一回

以上の報告がない、実際に案内できるお客様がいないのに嘘をつき専任媒介契

約を進められる（３ヶ月も売主様がその会社に縛られてしまいます）、専任媒

介契約で国土交通省管轄（レインズ）に登録義務があるのに登録しない又登録

しても他社のお客様には紹介しない。 

で結果高い価格で買っていただけるお客様を逃している（担当者の利益になる

両手契約に進めていく）売主様に対する背任行為を行っている、最初高い価格

で媒介契約をし下がる理由を並べて法人が購入すると偽り営業担当のつなが

りのあり利益になる買取り業者に低い金額で契約を導く背任行為。 

売主様は絶対に焦らないでください。個人のお客様に売却が一番高く売却がで

きます。 

 総合的（相続・税金・不用品・登記・引っ越し・賃貸・リゾート・インスペク

ション）な相談にのってもらえないなど。。。。お客様の大切な資産をお預かり

しているにも関わらず信じられません。私は他社を決して批判しているわけ
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ではありません。担当者によっては一生懸命販売活動を行っている担当者が

ほとんどですが、特に大手の会社方針が生産性を重視するあまり担当者も数

字に追われ上記怠慢営業が発生するケースが多いということです。 

 不動産取引き営業マンは、エベレスト登山に例えると、シェルパ（荷物をベー

スキャンプまで運んだり、ガイドをしたりする人）のようなもので、成功する

かしないかはサポート約の存在が重要だと考えます。最終決断・決定は売主様

の目標に沿って、売主様が頂上の目的地まで安心・安全にガイドすることが私

の使命と考えます。途中経験がない営業マンにあたるとクレパスなどに気づ

かず目的が達成できないこともあるでしょう。最高のシェルパに出会えるこ

とを願います。 

 

 

 

           「最近の不動産トピックス」 

 

＜税制＞         
□ 2016 年４月から相続した空き家を売却した場合にも。一定の要件を満たす 

と譲渡所得の「3,000 万円の特別控除」が適用されるようになりました。 

                ↑ 

              ＜選択制＞ 

                ↓ 

相続財産譲渡時の取得費加算特例 

   □ 相続により取得した土地・建物などを、一定期間に譲渡した場合に、相続税  

額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算すすことができる特例。 

     ただし、特例を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。 

   

    

 

 

平成３１年度改正 

 □消費税率１０％で住宅を取得等した場合の住宅ローン控除 

     一定の要件を満たす住宅取得で現行１０年から１３年に延長 

   □空き家を譲渡した場合の特別控除制度延長（２０２３年１２月３１日まで） 

老人ホーム入所の場合の空き家の３０００万円特別控除 

 

＜宅建業法＞ 
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□インスペクション（建物診断）普及へ 

宅建業法の改定により媒介契約、重要事項説明、売買契約の３段階において 

斡旋、説明、内容を記載した書面を交付などそれぞれの段階で義務づけられる。 

 

    □平成 27年 4月 1日より不動産取引きに必要な国家資格の名称が 

「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が変更になりました。 

      

     平成 28 年 6 月 3 日に公布されました。この法律は平成 30 年 4 月１日より施行

されます。 

＜民法改定＞ 

      □ 配偶者居住権 

    

 

   □ 契約不適合責任（現行法の瑕疵担保責任） 

      買主の追完請求権 

        買主の代金減額請求権 

    

 

 

 

あなたは、プロ意識をもった経験豊富な不動産取引きの 

不動産仲介エージェントに出会えてますか？ 

  

 

売主様の人生の歴史ある大切な資産の販売活動をどなたに依頼しますか？ 

   売主様の色々な声を聞かせていただきたく誕生したサービス 

それは「円満相続」相談窓口です。 

まずは、ゆっくり じっくり 相談からはじめましょう。 

 

    全社あげて小さな親切心を実施しております。 

ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップ  

       所長兼相続事業部 部長  堀口 孝   

 ロイヤルハウジンググループ 

 創業４７年地元信頼と実績 
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｢円満相続｣相談窓口 
 

        フリーダイヤル 通話料無料  0120-88-5507 

                                                                    ハイハイ ゴゴーオーナー  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめまして、私ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップ 所長の堀口です。

査定のご依頼ありがとうございます。 

ロイヤルハウジング 品川八潮ショップでは、地域の方々にお役に立てるよう税務 相続 

終活 収納 セミナー 勉強会を開催させていただいております。お気軽にお寄りくださ

い。高値で売却をしたい 賃貸でもご検討ということですのでロイヤルは「どっちも査定」

を実施させていだだいております。賃貸募集や管理もできますのでご安心ください。 

ロイヤルハウジング販売株式会社 品川店がなぜスピーディーかつ高値でご売却できるの

か秘訣がございます。地域密着 47 年情報量 顧客登録数が多い、ネット広告力 

 国家資格宅建士をもた経験豊富な営業販売企画力 AI 査定 設備保証 ４つの支援 

仲介手数料３０％割引き 各種キャンペーン仲介手数料 20％割引＋引っ越 10 万円サービ

スなどが徹底しておりますのでお客様からの信頼、ご売却依頼を多くいただいております。

終活ノート書き方講師養成講座修了  

（一社）日本承継寄付協会 承継寄付診断士 
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サービスがすごいだけでなく 仕事も大手には断トツ負けません。 

少しでも市場価格高値で売却するために、厳選されたプロのカメラマンによる撮影 ２時

間から３時間スタッフ企画女性 厳選カメラマン 売却担当者の３名が部屋の荷物を一時

的に移動します。売主様はご指示だけで大丈夫です。 

SUUMO 特別枠掲載 ワンストップグループ力 まずは我々の仕事をご覧ください。 

最近では、AI を利用した顧客自動マッチングなど他社より早く採用をすることにより早く

新鮮な情報を買主様にご提供をさせていただいております。ロイヤルで購入のご登録をい

ただいていますお客様に DM や一括送信などいち早く情報をお届けしますので、売却ご依

頼いただきますとすぐに買いたいと登録いただいているお客様にすぐに情報が発信できス

ピーディーに成約に至ります。 

責任を持った仕事（社員全員が国家資格 宅建士 相続診断士 不動産後見アドバイザー、

住宅ローンアドバイザー、不動産仲介士）＋キャンペーン企画多数ご用意 

親切心を会社方針のもと熱意をもって接客をお約束いたします。 

現在の不動産は総合的な提案力、コンサルティングが必要になります。 

不動産に仲介、賃貸、リフォーム、買取保障、軽井沢 熱海リゾートマンション、高齢者住

宅の紹介ワンストップでご対応可能です。 

是非一度相談だけでもお声をおかけください。 

 

売却 品川湾岸エリア W キャンペーン 

https://royalhousing.jp/rh_images/sinagawa/pdf/wbaikyaku_2101.pdf  

   

 

ロイヤルでは、スーモ特別枠 厳選されたプロのカメラマンを使い オーナー様のマンシ

ョンを少しでもスピーディーに高値でご売却できるよう徹底的にこだわりクオリティ高い

画像をご提案させていただきます。 

                 ↓ 

             SUUMO 特別枠      

https://suumo.jp/chukomansion/__JJ_JJ010FJ001_arz1030z2bsz1011z2kkcz1006121004.html   

 

他に相続事業部では 

 

      ロイヤルハウジンググループ「円満相続」相談窓口 

                    ↓   

https://royalhousing.jp/shinagawa-souzoku/index.html  

 

ロイヤルハウジンググループ「円満相続 相談窓口」では、無料の生前相続対策、ご相続後
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の相談窓口がございます。提携の相続に精通した税理士、司法書士など士業の先生に相談が

できます。弁護士、税理士、司法書士、行政書士 相続診断士、ファイナンシャルプランナ

ー、終活士、不動産後見アドバイザー、宅建士、測量士がチームを組んでご相談者様のお悩

みの解決をお手伝いさせていただきます。 

ご安心ください ロイヤル相続診断士が窓口になりしっかり無料でサポートいたします。 

相続に限らず、人生１００年時代 提携ファイナンシャルプランナーに人生設計 住宅ロ

ーンのご相談などお住替えのご相談も承っております。 

是非、一度 ご相談をいただければ 最後まで 責任をもった仕事をさせていただきます。 

まずは、ご売却のスケジュールなどを、わかりやすく 丁寧にご説明させていただきます。 

ロイヤルハウジング販売株式会社は、地域密着 高齢者住宅から軽井沢、熱海のリゾート物

件までワンストップサービス創業 47 年の会社です。 

私は、所長で責任者の堀口 孝と申しますが、担当と２名で担当をさせていただきます。 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

～できる親切はみんなでしよう～ 

ロイヤルは大切にします  小さな親切心 

思いやりとチャレンジをもってチームで限界にチャレンジ 

ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップ  

宅建士 不動産仲介士 上級相続診断士 不動産後見士 承継寄付診断士 

所長兼ロイヤルハウジンググループ 相続事業部 部長 堀口 孝  

〒140-0003 東京都品川区八潮 5-5-3(パトリア２階) 

TEL 03-3799-1811  Fax 03-3790-8946  

E-mail  t.horiguchi＠royal-h.net 携帯 080-6770-0115 

常にお客様の最善をご提案いたします。 

相続のことロイヤルハウジンググループ「円満相続」相談窓口で ！！ 

フリーダイヤル ０１２０－８８－５５０７ 

提携の弁護士 税理士 司法書士 行政書士 相続診断士 

ファイナンシャルプランナー 不動産後見アドバイザー 

が窓口一本で相続の解決をします。 

定休日：月 1 回第３水曜日（パトリア休館日）と、年末年始以外は営業してます。  

URL: http://www.royal-h.jp/sinagawa/ 

★お陰様でロイヤルグループは 1975 年から創業 47 年目を迎え大変に充実してお 

ります。首都圏を中心に 4７店舗以上！ 弊社の社是は、「責任ある仕事」です。 

ロイヤルでは、スーモ特別枠 厳選されたプロのカメラマンを使い オーナー様のマンシ

ョン 

を少しでもスピーディーに高値でご売却できるよう徹底的にこだわりご提案させていただ
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きます。            

                    

 

https://www.royal-h.jp/sinagawa/index.html ←ロイヤルハウジング販売株式会社 品川八潮ショップ  

https://www.royal-h.jp/  ← ロイヤルグループ全体 

https://royalhousing.jp/shinagawa-souzoku/index.html ← 円満相続 相談窓口 

https://www.royal-h.jp/camp_4shien.html ←４つの支援  

https://royalhousing.jp/one-stop-service-movie/ ロイヤルワンストップサービス 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

わたくしどもロイヤルハウジンググループは、創立以来の基本方針である「より良い住環

境·より快適な住まい」を皆様に提供するために努力してまいりました。  

２１世紀を迎え、日本は長期にわたる景気低迷の時代から脱却すべく「改革の時代」へと

新たな一歩を踏み出しました。わたくしたちの業界も、新たなニーズに 

お応えすべく改革が進められ、企業間格差も明確となりつつあります。この時代の変化に

対応できる会社のみが真にお客様に信頼される企業として選ばれていく 

ことになるでしょう。わたくしどもはこの時代の変化に伴い、創業（昭和 50 年 6 月）以

来、永きにわたり社是である「責任ある仕事」を通じて、地域に密着し 

たより質の高いービスの向上につとめております。さらに、これまで多くのお客様よりご

支持頂いてまいりました「信頼と安心の売手と買手の良き出逢いの場」 

をより充実させる事により、新時代のお客様の多様なニーズにお応えできる企業として皆

様の住生活向上にお役に立てるものと確信しております。 

 現在、首都圏を中心に 4５を超える店舗を展開して業務を進めておりますが、今後とも

首都圏での店舗拡充とリゾート需要に対する拠点拡張につとめ、 

多くのお客様から「選ばれた会社」として、新時代をリードすべく全社一丸となって邁進

していく所存です。 
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 品川湾岸スタイル 

info@shinagawa-style.jp 

        0120-222-633 

https://shinagawa-style.jp/ 
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