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機械式駐車場部門

大芝産業株式会社の機械式駐車場メンテナンス

メンテナンス Q & A

創業70周年（2016年時点）
弊社は1946年創業で2016年に70周年を迎えました。
弊社は日本の機械式駐車場の草創期より機械式駐車場の企画設計・販売・施工・管理に携わってきた豊富な経験と実績を誇りとし、様々な機械式駐車装
置メーカーおよび保守点検協力業者との長年の関連業務の中で構築された強力なバックアップ体制を最大の強みとしております。

メンテナンス費用の削減が可能

24時間365日のメンテナンス体制

弊社は機械式駐車場メーカーではなく、機械式駐車場メーカーとの資本
関係もございません。
その為、機械式駐車場本体の研究開発費・製造費
といった莫大な設備投資に要する費用をメンテナンス費用に転嫁する必
要がなく、純粋にメンテナンスに係る費用のみを頂いている為、低価格
の実現が可能です。

機械式駐車場の故障の際には、24時間365日体制で対応いたします。
保守契約をご契約させていただくと、以下の写真のような弊社の故障連
絡先のステッカーを現地の見やすい場所に掲示させていただきます。故
障を発見したお客様より直接お電話をいただければ24時間体制で作業
員が現場に出動させていただきます。

定期点検から修繕提案まで対応

お客様に寄り添ったメンテナンス

定期点検にて確認した不具合については、
その都度修繕提案をさせて
いただき、
ご了解をいただき次第修繕工事を実施させていただきます。
必要に応じて長期修繕計画の立案も無償にて実施させていただきます。

弊社はご依頼をいただければ、喜んで理事会等に出席させていただき
ます。不具合内容の説明、修理内容の説明、修繕計画のご提案等、
オーナ
ー様や管理組合の皆様と直接お話しをさせて頂くことでお客様に寄り添
ったメンテナンスをする事を心がけております。

故障等の緊急時の対応
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弊社コールセンターに
ご連絡をいただく

2

24時間オペレータにて
受付し、技術者が出動

3

現場にて
緊急対応を行う
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対応内容を
管理会社等へ連絡
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◆物 件 名：
◆管理番号：

受領図面の分析
及び現地調査

適正なメンテナンス
スパンをご提案、
お見積りのご提示

デメリット

予
防
保
全

・主に部品の耐用年数を基準にして部品交換を行う為、結果的にまだ使用できる部品
も交換する事になる。
・機械式駐車場は消耗部品が相当数あり、価格も高価なものが多い為、
お客様の資金
負担が大きい。一般的に修繕積立金や管理費の見直し等が必要となる。

事
後
保
全

・故障や不具合が発生してから部品交換を行う為、交換工事が最小限に抑えられる。 ・故障や不具合の頻度が大となるのでご利用者様のストレスが大きい。
・一般的な修繕計画より修繕時期を先送りする事で、修繕積立金や管理費等の見直 ・部品故障の際に、
メーカー廃版等の理由で復旧が長期化し、代替駐車場等の予期し
しも先送りする事ができる。
ない費用が発生する場合がある。
・チェーン等の消耗により車両破損や人身事故等の大事故のリスクがある。

【大芝産業の方針】機械式駐車場の保全工事には上記のように予防保全と事後保全の対局の考え方があります。
一般的に機械式駐車場メーカーは予防保全の考え方に偏る場合が多く、一方でお客様は主にコストの問題から事後保全の考え方に
偏る場合が多いかと思います。弊社は基本的にお客様に寄り添って考え、
お客様にて許容できる部分と許容できない部分を整理して
予防保全と事後保全の中間で最善のメンテナンスを行う事に努めております。

Q

メーカーメンテナンスと独立系メンテナンスの違いは？

A

以下に弊社の考えるメーカーメンテナンスと独立系メンテナンスのそれぞれのメリット・デメリットをまとめましたのでご確認ください。
デメリット

メ メ ・メーカー責任とメンテナンス責任の窓口が一本化できて安心感がある。
・部品費や作業費等が高く、価格交渉の余地がほとんどない。
ン ー ・一般的に在庫部品があり故障時の対応が早い。
・保全工事の方針が予防保全に基づく考え方に偏っており、結果的にお客様の費用負
テ カ （最近ではメーカーの統廃合、部品の製造中止等に伴い、受注生産体制に移行して在庫
担が大きい。
ナー
がない例も増えており一概にメーカーメンテナンスのメリットとは言えない部分もある） ・メーカーに理事会等に出席をして説明を求めても断られる事が多い為コミュニケー
ン
ス
ションがとり難く、納得感が得られにくい。
・定期メンテナンス費用をかなり安く抑えられる。

・メーカー責任とメンテナンス責任の窓口が分かれる為、事案により依頼先が変わる煩

メ 独 ・独自ルートで調達可能な部品については部品費を安く抑えられ、部品交換作業費も
わしさがある。
ン立
比較的安く抑えられるのでコストオンになる部品を考慮しても保全工事についても
・制御部品のような機械独自の部品についてはメーカーから取得する必要がある為、
テ系
トータルで安く抑えられる。
部品によってはコストオンになるものがある。
ナ
復旧が遅くなる場合がある。
・予防保全の考え方に偏らず、
事後保全との中間的な修繕のご提案が可能。
・一般的に独立系メンテナンス会社の方が部品在庫が少なく、
ン
（独立系メンテナンス会社にメーカーが部品を供給せず復旧できないという事はありま
・理事会等に積極的に参加してお客様のご意見を聞いたり、
ご提案内容のご説明をさ
ス
せて頂くのでコミュニケーションが取りやすく納得感が得られやすい。

お客さまとの
打合せによる
ご調整

ご契約
（駐車装置保守契約書）

メンテナンス
情報のご提供
及び情報交換

改善策提案・
修繕工事に
関するお見積り

修繕工事実施

定期点検の実施

お客さまへ
報告書を提出

不具合の
改善のご提案

不具合の工事

Q

せんが、見積書取得、注文書発行等の部品取得までの手続きに時間を要す場合がある。）

なぜメーカーより安価な料金で保守ができるのでしょうか？メンテナンスの質は大丈夫でしょうか？

A

（不具合がある場合）

独立系メンテナンス会社は製造を行っておりません。
その為、機械式駐車場本体の研究開発費・製造費といった莫大な設備投資に要する費用をメ
ンテナンス費用に転嫁する必要がなく、純粋にメンテナンスに係る費用のみを頂いている為、低価格の実現が可能です。
また、弊社は創業から 70 年で培ったメーカーや技術ノウハウを持った協力会社とのネットワークを有しており、決してメンテナンスの質を落とすことはござい
ません。
また、
ご要望があれば営業担当者や技術者が理事会等に出席してお客様に直接ご説明をさせていただくなどきめ細やかに対応させていただきます。

定期点検実施から終了までの流れ
作 業 案 内を最 低半月前までに
現地マンションあるいは管理室宛に郵送

メリット
・装置の故障や不具合を最小限に抑えられる。
ご利用者様のストレスが少ない。
・部品を1個ずつ交換するよりもある程度の個数をまとめて交換した方が、結果的に交
換費用が安くなる場合がある。
・計画通り工事を行うので管理組合理事様の議論の負担が軽減される。

車止めの調整・ピット内の物拾い等は有償となります
技術者現地到着まで約 1 時間を要します

お見積りのご依頼からご契約までの流れ
お客さまから
ご依頼

A

メリット

0120-200-945

要請点検報告書を
作成してご提出

大芝産業のメンテナンス方針は？
（予防保全と事後保全の考え方）

以下に予防保全と事後保全の考え方と、大芝産業の方針をご説明いたします。
予防保全 … 主に部品の耐用年数に基づき部品が故障や不具合を起こす前に予防的に部品交換を実施する考え方。
事後保全 … 部品が故障や不具合を起こしてから部品交換を実施する考え方。

機械式駐車装置の故障連絡先

ご依頼内容を
管理会社等へ連絡

物件名・管理番号・故障内容をお知らせ下さい
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Q

完了

Q

独立系だけどちゃんと修理できるでしょうか？部品調達は大丈夫でしょうか？

A

独占禁止法により、
メーカーが独立系メンテナンス会社に部品販売をしないという事はありません。
また、弊社はメーカーや技術ノウハウをもった
協力会社とのネットワークを有しておりますので修理についても全く心配ございません。

Q

現地での点検の流れ
管理人様へ挨拶
（気になるところはないか？
落し物拾い物等がないか？を確認）

必要に応じて点検開始の
連絡をする（警備会社等）

不 具 合 箇 所の確認
（メモ帳に記載または写真を撮る）
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点検終了
（ブレーカーの入れ忘れや
忘れ物等がないか再確認）

点検実施中の
告知看板の設置

報告書の記入

危険予知活動の実施

管理人様から承認印を頂き、
控えをお渡しする

装置内の点検開始

点検終了

色々なメーカーや機種があるが対応可能でしょうか？

A

単純昇降式・横行昇降式の装置についてはほぼすべて対応可能です。
タワー式や地下循環式等の特殊な装置の場合は一部対応できないものもご
ざいますので、詳細についてはお問い合わせいただければ幸いに存じます。

Q

対応可能なエリアは？

A

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県（1都３県）
であれば概ね対応可能です。一部、緊急出動に時間を要すエリアもございますので、詳細については
お問い合わせいただければ幸いに存じます。
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機械式駐車場部門

24時間365日つながる、緊急コールセンター

機械式駐車場の企画設計施工
機械式駐車装置専門業者としての歩み
弊社は機械式駐車装置草創期より、
その企画設計・施工・管理に携わってまいりました。
昇降式・昇降横行式機械式駐車装置を始めとして、
自走式駐車装置、
タワー型立体駐車装置、地下循環式駐車装置、
コインパーキング事業用駐車装置と、
機械式駐車装置の全ての分野において豊富な施工実績を持っております。
それぞれの開発計画にあわせた最適な機械式駐車装置プランをご提案させ
て頂きます。

豊富な取り扱いメーカー
長年の機械式駐車装置関連業務の中で、幅広いメーカー様との豊富な連携を確立することができました。
お客さまの不動産開発のご計画に最適なメー
カー様の選定を行い、設計段階からリポートを行い、確実に納品させて頂きます。

機械式駐車場、企画設計施工の流れ
ケース 1
不動産開発業者（デベロッパー）様
より、用地を取得した開発事業のご
計画を立案された初期段階から、
コス
ト等を考慮した駐車場計画の立案のご
依頼を頂戴します。

基本設計図面を受領し、
最適な機種・メーカーを
選定し、ご提案を行い
ます。

設計事務所様にメーカ
ーの設計担当者をお引
き合わせし、実施設計図
作成の補助を行います。

最終的にはデベロッパ
ー様がご発注された施
工会社様にお見積りを
提出し、価格調整後、
ご
発注を頂戴します。

現場で機械式駐車装置の
据付の施工を実施し、試
運転を確認し、確実にお
引渡し致します。

ケース 2
遊休地ご所有の地主様より駐車場計画の立
案のご依頼を頂戴します。

地主様のニーズと土地の特性を考慮して最適な
駐車場計画を立案します。

地主様より駐車場整備工事に関するご発注を頂戴
し、設計・施工を実施致します。

ゼネコン様よりお施主様と工事費について
折り合いがつかず、
コストダウン実現可能かどう
かについてお見積りのご依頼を頂戴します。

最適なメーカー様をご提案し、
さらにメーカー変
更に関してお施主様にもご説明に出向き、諸問
題を解決致します。

ゼネコン様と価格等調整後、
ご発注を頂戴します。

最適なメーカーのご提案を行い、設計事務所様
をサポートさせて頂きます。

ゼネコン様と価格等調整後、
ご発注を頂戴します。

関連会社 株式会社OSパークシステム24を設立
より良いサービスをお客さまに提供させていただく上で、緊急コールセンターの開設は必要不可欠であると考え、平成20
年9月3日に機械式駐車装置24時間365日緊急対応窓口（緊急コールセンター）サービスを主業務とする、株式会社OS
パークシステム24を設立いたしました。同社は大芝産業株式会社100%出資会社です。
当該緊急コールセンターは機械式駐車装置の緊急受付を主業務としており、機械式駐車装置の基本知識を有したオペ

ケース 3

レーターがお客さまの置かれている立場を正確に把握し的確に技術員に伝達することができることから、
トラブルの早期
解決の一助となりお客さまの満足につながるものと考えております。
また、緊急受付業務だけでなく、
オーナー様・管理会社様等への緊急発生時・対応完了時の電話報告、
お客さまへの電話報
告、点検報告書のご提出等、
ご要望に応じて緊急対応に関わるさまざまな業務を柔軟に対応させていただきます。
オーナー様・管理会社様におかれましては、緊急コールセンター開設により、益々サービスの向上をいたしました弊社の機

ケース 4
設計事務所様より計画立案段階で特殊な形
状でしか機械式駐車装置が収まらない為、
どのよ
うなメーカーが良いかのご相談を頂戴します。

械式駐車装置メンテナンスを是非ご採択いただきたく心よりお願い申し上げます。

概要
社

名 ：株式会社OSパークシステム24

設 立 年 月 日 ：平成20年9月3日
資

本

株
所

在

②機械式駐車装置の関連部品の企画、製造、加工、販売、

金 ：100万円

修理、輸出入

主 ：大芝産業株式会社

③食品関連機械のメンテナンス、企画、設計施工、販売

地 ：[本社]

④食品関連機械の関連部品の企画、製造、加工、販売、

東京都大田区西蒲田6丁目36番11号 西蒲田NSビル9F
役
決
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算

営 業 品 目 ①機械式駐車装置メンテナンス、企画、設計施工、販売

修理、輸出入

員 ：代表取締役

藤田

猛

⑤上記各号に関するコンサルティング業務

取締役

藤田

幸弘

⑥前各号に附帯関連する一切の業務

期 ：年1回（8月31日）
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機械式駐車場部門

機械式駐車装置の撤去平面化工事事例

機械式駐車装置の部品交換等、その他工事事例

【駐車場の稼働率が低い】
【メンテナンス費用を削減したい】
【大型車が駐車できる駐車場がほしい】等の駐車場に関するご要
望に対して、機械式駐車場平面化工事をおすすめしております。

の撤去平面化工事等、
ケースに応じて様々な工事のご提案が可能です。

平面化工事のメリット
利用しない機械式駐車装置を撤
去して、定期保守費・修繕費等の
無駄なコストを削減できます。

大芝産業では機械式駐車装置の修繕工事（部品交換工事）
はもちろんの事、塗装工事や入替工事、
いらなくなった駐車装置

部品交換工事
機械式駐車場に駐車できないハ
イルーフ車・重量の重い車等が
駐車できるようになります。

平面化工事の工法
工法1：鋼製床平面化工事
ピットに鋼製の床を設置
する工法です。建物への負
荷が小さい為、建物内に
ある駐車場の平面化に適
しております。工期が比較
的短く、
ピットを残す為将
来的な駐車場需要増にも
対応しやすい工法です。

工法2-1：埋戻し、
アスファルト舗装工事
砕石を埋め戻して、
アスフ
ァルト舗装をする工法で
す。比較的、安価で工期も
短いのが特徴です。
砕石の重量が重い為、建
物の構造に影響がある状
況では採用できません。

平置化後は機械式駐車場に比べ
て、待ち時間がなく、駐車しやす
く、段差がなく安全です。

平面化後のスペースをバイク置
場、駐輪場、物置スペース等、他
の用途に活用できます。

昇降モーター交換工事
昇降モーターとは装置の上昇下降の為のモーターです。
メーカーの交換目安年数は10年ですが、築後15年が経過
し、予防保全にて交換を行った事例です。

リミットスイッチ交換工事
リミットスイッチとはパレットの停止位置を制御する電源回
路のON/OFFの為の電気機器です。
メーカーの交換目安
年数は5〜7年ですが、築後10年が経過し、
リミットの不具
合が増え始めたので予防保全工事を行った事例です。

スプロケット交換工事
スプロケット
（歯車）はチェーンと連動してパレットのつり上
げなどを行う駆動装置の一部です。
スプロケットの交換目
安年数は8年ですが、軸受部分にベアリングが組み込まれ
たスプロケットで、築後11年が経過し、ベアリング部より異
音が発生した為、交換を行った事例です。
駆動チェーン交換工事
駆動チェーンはモーターの動力をシャフトに伝える為のチ
ェーンです。
チェーンの交換目安年数は8〜10年ですが、築
後12年が経過し、発錆等による動作不良が確認されたの
で交換を行った事例です。

塗装工事
工法2-2：埋戻し、
コンクリート舗装工事
砕石を埋め戻して、
コンク
リート舗装する工法です。
アスファルト舗装に比べ
て耐久性が高いのが特徴
です。
アスファルト舗装に比べ
て工期が長くなります。

写真は、昇降ピット3段式駐車装置の塗装工事です。
築後15年目で2回目の塗装になります。
前回の塗装から6年が経過し、再塗装を行った事例です。

機械式駐車装置入替工事
横行昇降式装置の入替工事

その他：鋼製床平面化後、駐輪ラック設置の例
鋼製床平面化後に、駐輪ラ
ックを設置した事例です。
この 他にも、バイク置 場
や、物置の設置等、お住ま
いの方の需要に応じて、
駐車場以外の用途への変
更が可能となります。
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地上2段地下1段3連基8台の駐車装置の入替工事を行った
事例です。築後18年が経過し、制御部品の交換が必要な時期
となりましたが、
メーカーの撤退により制御部品などの修繕工
事が大変高額となった為、経済合理性から入替交換工事をご
提案し、管理組合様に実施のご判断をいただいた例です。
横行昇降装置を昇降ピット2段式装置に入替
築後19年が経過した地上2段地下1段横行昇降式28台分
の駐車装置の形状を変更し、20台分の昇降ピット2段式装
置に入れ替えた事例です。
入替工事に際して必要最小限の駐車装置規模に縮小し、
工事費や入替後のメンテナンス費用の削減を行いました。
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不動産部門

不動産部門

遊休不動産ご所有のオーナー様、是非弊社までご相談ください !!
弊社には総合不動産関連会社（総合デベロッパー）
での職務経験が豊富で、不動産に関連する専門的知識を有する社員が
複数在籍しております。その豊富な経験と知識を礎に、様々な不動産情報の提供及び有益な不動産の活用方法の提案を
行ってまいりました。非常に専門性の高い不動産関連業務を得意としておりますので、遊休不動産をご所有のオーナー様
からのご相談を心よりお待ち申し上げております。弊社のもつ様々な 引き出し の中から、
お客さまに最適な不動産有効
活用方法（売却・賃貸）のご提案をさせて頂きます。以下、弊社による不動産成約実績の一部を紹介させていただきます。

1 マンション用地媒介及び近隣折衝業務
東京都武蔵野市において、A社より、所有する家族寮に関する相談を受ける。
①家族寮は老朽化が著しく、
また、入居者のいない未利用の状態であった。
②図面検証の結果、
マンションプランとして容積消化が可能である。
③調査の結果、
マンション分譲事業のマーケット的にも成立する。
という3つの観点からA社に本物件のマンションデベロッパーへの売却が最も有益であることを提案し、
A社を本物件売却の方向へ導く。売却の方向性決定後、売却基準価格の設定コンサル、敷地確定業務を
行い、同時並行で弊社取引先のマンションデベロッパーB社に本物件を紹介し、媒介業務を行う。
さらに
B社より本件土地におけるマンション開発事業に伴う近隣折衝業務の依頼を受ける。工期通りに建築確
認取得し、着工させた。本件では建設会社C社より機械式駐車装置の施工に関しても請け負った。

2 高級有料老人ホーム用地媒介業務
東京都世田谷区において、D社より所有地売却に関する相談を受ける。本物
件は敷地に制約が多く
（第一種風致地区・地区計画区域内・土地区画整理事
業を施行すべき地域内・国土利用計画法・宅地造成等規制法・文化財保護法
＝遺跡・公有地の拡大の推進
に関する法律）、住宅開発は厳
しい状況の中で、高級有料老
人ホームを運営するE社に検
討を打診し、諸問題解決の為
の行政折衝を行い、媒介業務
ヒルデモア世田谷岡本
を行った。

4 独身寮を介護付き有料老人ホームへ
横浜市戸塚区において、G社がオーナーより一括賃借している独身寮があっ
た。
オーナーより、G社が契約更新しないで退去してしまうことになり大変困っ
ている旨の相談を受ける。独身寮図面を受領し、精査すると、本物件は介護付
き有料老人ホームに改修可能であることが判明、オーナーの合意を得る。オ
ーナーが工事費負担ゼロを強
く希望していたため、改修工事
費を全額負担してくれる介護
会社Hを紹介、諸条件調整し賃
貸借契約の媒介を行った。現
在本独身寮は介護付き有料老
SOMPOケア ラヴィーレ緑園都市
人ホームとして稼働中である。

東京都世田谷区で不動産開発会社L社が賃貸マンション開発を行い、投資家
M社に一括売却する計画を推進していた。本物件は弊社の地下循環式機械
式駐車装置が導入されていた。本物件周辺エリアは駐車場不足が深刻で、時
間貸し駐車場運営会社に地下駐車場一括使用貸借すれば本物件の収益が
上昇する旨、L社・M社に提案、合意を得る。複数の時間貸し駐車場運営会社
に中から最も条件の良かったN社を選定、一括使用貸借契約に導き、N社よ
りコンサルティングフィーを受領した。

9 マンション用地仲介
（代理）
業務、
近隣折衝業務
東京都世田谷区で工場を営むP社より、工場を閉鎖し、所有物件を売却した
い旨の相談を受ける。本物件は土壌汚染対策法の規制を受ける為、専門業
者をセットし、
フェーズ1、
フェーズ2の土壌調査を実施し、汚染状態の把握作
業を行う。並行して最も有益な売却先として、マンションデベロッパーB社を
提案。B社担当者とB社の求める土壌汚染対策工事についても折衝を行う。
行政（東京都及び世田谷区）、B社を満足させ、且つ、P社の土壌汚染対策工
藤和武蔵野西久保ホームズ

3 マンション用地売却補助業務
横浜市戸塚区において、F社より所有地売却に関して相談を受ける。
所有地内に、道路（赤道）が存在しており、
しかも地図公図混乱地域で
敷地確定が非常に難解な為、そうした諸問題の解決を依頼される。入
札時には入札に関する書類作成事務を行い、土壌汚染調査について
も実施する。入札後、応札のあった各札の内容を吟味し、最適な売却
先を選定して意見具申する。第一優先交渉権者と売却に向けて、本物
件においてクリアーしなければならない開発許認可上の様々な問題
点に関して、行政及び近隣住民と折衝し、
すべての問題をクリアーに
した。最終的にはF社より不動産コンサルティングフィーを受領した。

5 独身寮を独身寮として再生
千葉県船橋市において、I社がオーナーより一括賃借している独身寮
があった。
オーナーより、I社が契約更新しないで退去してしまうこと
になり、4のケースと同様に大変困っている旨の相談を受ける。精査
すると、行政的に介護付き有料老人ホームの開設は困難であること
が判明、本物件の仕様も上質であることから、別の独身寮を探して
いる企業を探す方向性でオーナーと合意。一部上場企業J社が社員
福利厚生施設見直しの一環で同エリアにおいて独身寮を探している
情報を捕らえ、本物件を紹介、I社とJ社の引継ぎ事務等の一連のサ
ポートを行い新賃貸借契約締結に導き、
オーナーより不動産コンサ
ルティングフィーを受領した。

6 オーナー企業所有工場の再開発（マンション・介護付き有料老人ホーム）
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7 時間貸し駐車場業者の斡旋業務

事費の極小化という非常に難易度の高い折衝を行う。紆余曲折の結果、工事
範囲の確定に漕ぎ着ける。難
易度、専門性ともに非常に高
い工事であり、業者選定は難
航を極めたが、最適の業者Q
社を選定。工程通りに完遂
し、P社からB社に引き渡すこ
とに成功した。

ベリスタ千歳船橋

8 介護付き有料老人ホーム
建物賃貸借契約補助業務
さいたま市桜区と川崎市中原区において独身寮改修型介護付き有
料老人ホームを建設し、不動産投資ファンドに売却する計画を推進
しているO社より、各物件の介護会社との賃貸借契約締結補助業務
の依頼を受ける。本業務は、不動産投資ファンドが非遡及型ローン
（ノンリコースローン）
を調達して本物件を購入しようとしている為、
賃貸借契約等が非常に複雑で、そうしたスキームに対して一般の介
護会社の理解を得ながら合意点を見つけ出していくという、非常に
難易度の高い業務で
あった。期限通り賃貸
借契約を成立させ、
ク
ロージングに 漕ぎ 着
けることができ、O社
よりコンサルティング
アズハイム中浦和
フィーを受領した。

10 事業用資産の入れ替え（圧縮記帳）補助業務
9で工場用地を売却したP社より圧縮記帳を前提とした、事業用資産
の入れ替え購入を9の作業と同時並行して行いたい旨の相談を受
ける。東京都大田区商業ビル、東京都世田谷区賃貸マンション、東京
都渋谷区区分所有店舗の3物件を斡旋し、節税対策不動産購入に関
する補助業務を完遂した。

11 民事再生法申請中企業保有物件の売却媒介業務
民事再生法適用申請を出したR社より、東京都中野区の資産（土地）売却の相談を受ける。
マンション用地
としては規模が中途半端で活用方法の難しい物件だった。
また当時はリーマンショック直後で不動産購入
意欲のある顧客が枯渇している状況であった。その中で本物件の立地特性を活かして、学生マンション運
営会社S社に検討打診をし、前向きな回答を得る。学生マンションを建設し、S社が運営し、賃料収入を投資
家が得るというスキームで基本骨子を纏め投資家検索に当たる。大手インフラ会社の関連不動産会社T社
がそのような不動産を探している情報を得て提案、成約した。

ジュノクール江古田

12 一般事業法人の所有不動産売却及び資産整理
一般事業法人T社で所有する川崎市宮前区の総戸数9戸の賃貸マンションはオーナー(U氏）自宅を兼ねていた。U氏は80歳を越え、マンションの賃貸管理及
び維持管理に限界を感じており、今後どのようにしたら良いか悩み、当社にコンサルティングの依頼があった。調査すると本物件は過去にすでに帳簿上圧縮
記帳した形跡があり簿価は非常に低く、売却すれば多額の売却益が出てしまうことが判明。U氏に老後生活資
金を捻出する為、単純に売却しただけでは根本的な解決にならないと判断し、詳細検証を行った。
するとJ氏が
T社に勤続して57年（設立当初から継続勤務）
であることが判明。退職金所得控除額は大きく、最も現金が手
残りすることに着目し、功績倍率も考慮に入れた退職金として支給することを提案し、
了承を得る。その後本物
件売却活動を行い、不動産会社V社に購入打診したところ、本物件を収益物件として再構築して転売する同社
のスキームに当てはまるということで話が進み、一部非常に安い賃料の賃借人と当社が立退交渉を行い、売買
契約を締結した。同時並行してU氏の移転先マンションをU氏が希望する逗子市内で検索し、支給した退職金
川崎市宮前区の総戸数9戸の賃貸マンション
で購入し、弊社がその媒介業務を行った。T社はJ氏の親族に引継ぎ、今回の資産コンサルティングを完遂した。

13 一般事業法人向け社員寮を斡旋（中間省略方式を伴う不動産売却スキームを活用）

東京都北区において、工場を所有するオーナーより、跡地の不動産有効活用について相談を受ける。
オー
ナーは開発時に大幅な借入を望んでいない状況であった。
また本物件が駅から徒歩15分強であることか
ら、賃貸マンション開発しても、空室リスクが高い状況が予見できた。
そのため、敷地を二分割し、A敷地を
マンション開発会社に売却し、B敷地に売却して得た資金で、介護付き有料老人ホームを建設する有効活
用を提案し、
オーナーの合意を得る。介護付き有料老人ホーム賃貸借の場合、空室リスクはないが、1テナ

広島県に本社を置く建設資材販売会社W社より、関東圏において社員寮としてそのまま活用できる既存社
員寮を探してほしい旨の物件検索依頼を受ける。関東圏での受注がなくなった後は、一般賃貸物件として
も有効活用が可能なものという希望条件も相まって物件検索は難航した。川崎市川崎区に立地、物件特性
ともに条件に合致する優良物件を発見し、購入打診を試みるも競合他社に劣勢の状況であった。最終的に

ントリスクが伴う為、信用力の高い介護会社を検索することにする。北区のマーケット調査をすると市場環
境良好であることが判明し、業界最大手K社にマーケットレポート提示の上、検討を打診する。
その後諸調
整の後に成約し、最終的にオーナーと介護会社の建物賃貸借契約の媒介を行った。現在本件敷地におい
ては、介護付き有料老人ホームが稼働中である。

は金額では並んだものの、W社は非宅建業者、競合他社は宅建業者であったため、宅建業者である売主X
社は瑕疵担保免責の観点で競合他社への売却に傾いた。
そこで当社は売主X社に対して、本物件を当社が
一旦購入し、中間省略方式によって当社からW社に売却するスキームによってX社の瑕疵担保責任を免責
とする売却スキームを提案し、双方に了承され、最終的にW社は社宅確保に成功した。

まどか王子

川崎市川崎区の社員寮
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