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不動産投資をしようと思ったときの問題と対策 

これを読めば誰でも不動産投資を始められる！ 
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奈湖ともこプロフィール 

21 歳の時に不動産投資を知り、22 歳で横浜市の 1 棟アパートを購入。その後

物件を買い増しアパート 2 棟、戸建て 4 つ、倉庫、区分マンション、自販機を

購入。 

その後家族経営を始め、家族所有での物件も増え、現在家賃年収 5000 万、年

間 CF2400 万を超える。 

不動産投資の素晴らしさを伝える活動をしている。 

 

TV 朝日「お願いランキング」出演。（2018 年 2 月 14 日） 

日本テレビ「メレンゲの気持ち」出演。（2020 年 2 月 1 日） 

書籍 3 冊出版。 

多数セミナーでの講師経験。 



 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

はじめまして。奈湖ともこです。 

私は高校を中退してしまい、将来の漠然とした不安が常にありました。２１歳

のときにひょんなことから、不動産投資セミナーに行き、不動産投資の素晴ら

しさに気づきました。そこから不動産投資を勉強し、なかなか買えない時期に

悩んだこともありました。しかし１つ目の物件を購入してからもう８年が経ち

ます。不動産投資を始めて本当に良かったと思っています。漠然とした将来の

不安もなくなりました。 

「不動産投資を始めたい！」 

「何もすればいいのかわからない！」 

「少しでも安心して暮らしたい！」 

そんな方のお役に立てたらと思っています。 

 

 

 

 

 



貯金が少なくても、年収が低くても不動産投資をする方法 

「そもそも貯金がないので融資の審査で落ちてしまう・・・」 

「年収が低い状況からどうやって始めればいいの？」 

「非正規雇用だけどどうすればいいの？」 

という方も多いと思います。 

今日はそんな方でも不動産投資を出来る方法をお伝えします。 

———————————————————– 

変な物件を買えないというメリット 

———————————————————– 

まず不動産投資をで一番ダメなことは、変な物件を購入してしまうことです。 

変な物件とは・・・借入をして購入しているけれど、少し空室が出たら月の収

支が赤字になってしまう。売却しようとしても残債が売却金額より高くなり、

売りたくても売れないという物件のことです。 

こういう物件を買ってしまうのは、相場がわからず、あまり知識がない中、不

動産会社から勧められるがままに買ってしまった・・・という方が多いと思い

ます。 

こういう物件を購入してしまうのは、基本高属性といわれる方です。 



低属性の方が相場より割高物件を購入しようとしても、年収が少ないので返済

できないと銀行から判断され、物件の評価分しか融資を組むことができませ

ん。 

銀行は物件の評価＋投資家の属性で融資を出すかどうかの判断をします。その

評価の仕方は金融機関によってばらつきがあります。 

それため、割高物件を購入してしまう方は、基本的に高属性といわれる士業の

方や一部上場企業の会社員の方です。 

低属性の方が買える物件は基本的に収益性が高い物件という可能性が高いで

す。良い物件しか融資が付かないという点は低属性のメリットでもあります。 

———————————————————– 

全力で属性を高める 

———————————————————– 

高属性とはきちんとした定義がありませんが、おおまかには下記のような方で

す。 

・士業の方一部上場企業勤務の方 

・金融資産が多い 

・年収が高い 



・勤続年数が長い 

・家族が土地や建物を持っている 

「貯金がなくても年収が低くても不動産投資って出来るんだ！しかも良い物件

しか買えないんだ！」と思ってしまう方もいるかもしれませんが、低属性の方

は頑張ることで不動産投資をできます。 

そして不動産投資の勉強をすることは基本ですが、やはり属性を高める努力を

をしたほうが、不動産投資をしやすくなります。 

低属性の方は他のサラリーマン大家さんより何倍も努力をしないと、全く同じ

ように物件を買い進めることは難しいです。 

貯金がほとんどない状態で不動産投資を始めたい方や、自己資金を使わずに物

件を買いたい方は融資を組まないと始められません。 

私も最初は、貯金が３００万円しかなかったので、１棟目、２棟目は融資を組

んで物件を購入しました。少しでも融資が付くようになったら、不動産投資を

始められやすくなりますし、貯金が増えたら物件を購入したあとでも安心経営

ができるようになります。 

銀行の融資を少しでも付きやすくするには、属性を高めておいたほうがいいで

す。 



———————————————————– 

自分の置かれた状態を少しでも良くする 

———————————————————– 

私は不動産投資を始めるときに全く貯金がなかったので、貯金をまず増やそう

と思いました。 

私の場合は以下のことをしました。 

・1 人暮らしをしていたマンションを解約し実家へ 

・固定費の見直し 

・クレジットカードを減らす 

・支出一覧を確認（１円単位でノートに書く） 

・節約（買い物しない、カフェやコンビニに行かないなど） 

そして携帯代や生命保険代も込みで、毎月６万円ほどしか使わない生活をして

貯金しました。当時は電車賃すら高くて、払いたくないと思っていました。

（笑） 

私は歩合で給料をもらっていたのでお金を使って貯金が減ると、焦って仕事を

がんばれると思っていました。  お金を使わなくなると貯金が増えて嬉しくな

り、さらに仕事をがんばれること心にゆとりが出来ることを知りました。 



お金を貯めるには収入―支出だから、収入を増やすことより支出を減らすこと

の方が簡単です。 

私の知り合いでは、不動産投資をするために、仕事を辞めて会社員になって３

年働いて物件を買い始めた方もいました。お子さんもいるのに、仕事を変える

のは相当勇気が必要だったと思います。 

皆様も転職まではできなくても、貯金など自分に出来ることから属性を高めて

みてください。 

———————————————————– 

家族やご主人の協力を得る 

———————————————————– 

私は自分名義の会社で物件を購入し、私個人で連帯保証人になることで物件を

購入してきました。 

しかし自分でいきなり属性をあげて、物件を買おうと思っても、なかなか難し

い方もいらっしゃると思います。その場合は、ご家族やご主人の協力を得るこ

とによって不動産投資をしやすくなります。 

主婦の方でも、ご主人が保証人になってくれたら、物件を買いやすくなりま

す。 



ご両親が土地をたくさん所有している場合は、それを銀行に提出することで融

資を組めたりします。金融資産がなくても、属性が悪くても、夫婦で協力すれ

ばできることもあります。 

周りの方に協力してもらったり、応援してもらえる環境を作れるといいです

ね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



買えない属性でも良い物件を紹介してもらうには？ 

私は２１歳のときに不動産投資をしようと思い、不動産会社さんに問い合わせ

すると、「えっ２１歳ですか？融資通らなくて買えないと思いますよ」と言わ

れていました。 

その為ネットの物件情報サイトには母の名前と母の年齢を勝手に入力していま

した。（笑） 

知り合いの方が購入している物件の詳細を聞くと、そんな良い物件どこで紹介

してくれるんだろう・・・といつも思っていました。 

今回は即転売しても利益を出せるような物件を紹介してもらえる方法をお伝え

させていただきます。 

———————————————————– 

物件情報をたくさんもらえる状況にする 

———————————————————– 

まず物件情報をたくさん見れないと、良い物件も見つけられません。 

彼氏がほしいならまず出会いを作らないといけないという話と一緒ですね。 

片っ端から気になった不動産会社さんに、面談をしてもらったり、物件情報を

送ってくれるサイトに登録をしたりします。 



私は今でもいろんな会社さんから、たくさんの物件情報がメルマガや LINE で

届きます。 

美容院でファッション誌を見るように、電車に乗っているときなど、時間がで

きたら物件情報を見ています。 

良いと思える物件がないなあ・・・と思っても、たくさん見ていると、たまに

気になる物件情報を見つけることがあります。 

そこで物件情報を問い合わせて不動産会社さんの担当の方と会ってみたり、他

の物件情報を出してもらうことで、良い物件を出してもらうこともあります。 

 

———————————————————– 

自分の個人情報とどんな物件がほしいかを伝える 

———————————————————– 

不動産会社さんに物件の問い合わせをしたときや、相談に行ったときは必ず、

「今預金がこれくらいあり、３年間の確定申告はこの金額です。頭金をだすと

したら○○○万円まで。現金買いは○○○万円までで良いのがあったら買いた

いと思っています。RC より木造を買いたいです。神奈川エリアが個人的に好

きです。でも神奈川県じゃなくてもいいです。戸建てや区分など小ぶり物件も

得意です。」 



などかなり細かく不動産会社さんに伝えるようにしています。そうすると、ち

ょうど私の条件に当てはまる物件がでたときに「奈湖さんがほしいって言って

いたし、紹介してすぐ決まれば楽だから」と思って紹介してもらえます。 

最初は初めてあった人に貯金額や年収などお伝えしたくない・・・と思ってい

ましたが、それでは良い物件を紹介してもらえないと気付きました。 

紹介してもらった物件が微妙だったときは、「最近の相場では、この金額が妥

当だと思うのですが、この物件は○○なので、もう少し○○な物件だといいな

と思います。もっと田舎でいいので、高利回りがいいです。」など、どんな条

件だったら買いたいかをお伝えすることにしています。 

物件情報を個人的に送っていただいた場合は、「検討します」と言ってすぐ連

絡しないなどは絶対にしないようにしています。 

もし自分が不動産屋さんだったら、せっかく提案したのにしばらくスルーされ

たら悲しいと思います。 

 

———————————————————– 

不動産会社を信用していいのか不安は間違い 

———————————————————– 



不動産会社さんを信用していいのかわからないというお話をお聞きします。 

そもそも信用する、信用しないという関係ではないと私は思っています。 

不動産会社さんは、物件を仲介してくださるだけです。投資のアドバイスを求

めるのは、本来の業務ではないので違うのではないかと考えています。 

不動産会社さんが「良い物件」と言ったから信用して買うのではなく、自分で

「この物件は割安、しっかり運用できる」と思ったら買うのです。 

そして割高と思うような物件ばかりを売っている不動産会社さんが悪というわ

けでもありません。 

融資で買ったら回らないような都内の物件でも富裕層の方は逆に都内のそうい

う物件を買いたい可能性もあります。 

その担当の方も新人で不動産の知識が少ない可能性もあります。相場が高い時

期だったら、全ての不動産会社さんが悪になり、相場が安い時期には良い不動

産会社さんしかいなくなります。（笑） 

ここ最近の不動産投資の市場からすると、割高な物件を買っていても相場があ

がってさらに高く売って利益を出した方もいると思います。 

割高物件を売っている不動産会社さんは、営業力があるので、逆にもし自分の

物件を高く売りたいときにとても頑張ってくれる可能性もあります。 

毎回割安物件を紹介してくれる不動産会社さんは、売却依頼をしても高く売っ



てもらえないかもしれません。 

不動産会社さんのことを信用していいのか疑ってかかったり、警戒したりする

のではなく、私はまず出会った不動産会社さんの方と仲良くなりたい！と思っ

ています。 

たくさんの売買を経験しているので、面白かった不動産の話を教えて欲しいと

思いますし、不動産業界で働いている方は、私のような片手間投資家より知識

も多いので、きっと勉強になることや為になる話を知っています。 

実際私も面白いお話を聞かせていただくことも多数あります。 

疑うのではなく、いろんな不動産会社さんと知り合いになり、自分で物件を買

っていいのか判断して買えるようにすることが大切です。 

 

———————————————————– 

数少ない良い物件を誰に紹介するのか？ 

———————————————————– 

不動産会社さんで物件を買おうとしているということは、自分は不動産会社さ

んの「お客さん」だと思い、少し偉そうにしてしまう方も悲しいことにいらっ

しゃると聞きます。 

不動産は同じものが１つもありません。 



社内で、１年に１つしか出ないようなお得な物件が売りに出ても、１人のお客

さんにしか紹介することができません。 

不動産会社さんは数少ない良い物件を誰に紹介するのか？ 

まずその物件を買える属性の方というのが必須ですが、その次は不動産会社さ

んがこの人に売りたいと思う方に最初に紹介すると思います。 

常に良い物件が売りに出たときに紹介してあげたいと思ってもらえるような人

間関係作りが大切です。 

私の最近買っているような 100 万円物件などは、仲介手数料が５万円になって

しまうので、全く不動産会社さんの利益になりません。 

私の場合は１棟買った後に、その不動産会社さんから 100 万円物件などを紹介

してもらうことが多いです。 

１棟買っていると私がどんな属性かや自己資金や性格など不動産会社の方がわ

かってくださっているので、やはり新規の方に紹介するよりは楽です。 

そして価格帯の安いものなどは不動産会社さんも利益にならないので、手間を

かけずにさくっと売りたいのだと思います。 

私は不動産会社さんの担当が独立したときに、胡蝶蘭を送ったり、一緒にご飯

に行ったりしています。お世話になっている不動産会社さんのオフィスに行く

ときは、お菓子を持って行きます。 



そしてよく不動産会社さんから聞くのは、「１棟も持っていないと買う気がな

いんじゃないかなと思う」というお話です。 

やはり何棟も持っている人や、知識がある人には変な物件は紹介できないと思

ってもらえます。 

１棟目でものすごい割安な物件を融資で購入するという大成功はかなり難易度

が高いと思います。 

まずはそこそこ良い物件を買って運営し、徐々に全空高利回り物件や再建築不

可など難しい物件を買っていくのもありです。 

 

 

 

 

 

 



融資の審査に落ち続けたとき 

やっと買いたい良い物件を見つけたときに、融資が下りずに買えなくてショッ

クを受けるというのは、低属性など関係なく不動産投資をしている方でした

ら、誰でも経験すると思います。 

私も埼玉県や千葉県に１日かけて物件を見に行ったのに、買えないことが何度

もありました。 

・融資が通らなくて買えない・・・ 

・現金で買うという方があとから出てきて、買われてしまう 

・指値通ったと思ったら満額で買う人が出てきて買われてしまう 

こういうことはとてもよくあります。 

もう不動産投資を諦めようかな、現金買いだけしようかなと思いたくなってし

まいます。 

融資に落ち続けたときにどうすればいいかをお伝えさせていただきます。 

 

———————————————————– 

信用情報を確認する 

———————————————————– 



融資に１か所も通らずに落ち続けたときは、まず信用情報に問題がないか確認

してください。 

信用情報にキズがあるかもしれないという方は、融資の審査を出す前に確認し

ておくといいです。信用情報とは、クレジットやローンの申し込み・契約・支

払い（返済）状況を記録したものです。 

支払いの延滞・債務整理などの記録が信用情報に登録されると、融資の審査に

落ちる原因になります。 

また iPhone の端末機種の分割払いの支払いが遅れた場合など、思わぬところ

でもネガティブな情報が登録されるので注意が必要です。 

日本国内の信用情報機関は３社あります。 

・日本信用情報機関（JICC） 

主に消費者金融の情報が掲載 

・株式会社シー・アイ・シー（CIC） 

主に信販・クレジットカード・携帯電話の情報が掲載 

・全国銀行個人信用センター 

主に銀行・日本学生支援機構の情報が掲載 



信用情報開示請求をする場合は、１社ごとに 500 円～1000 円で開示できま

す。 

もし支払いを延滞している場合は、すぐに返済しましょう。 

過去に自分の名義のウィルコムを彼女に貸していて、彼女が携帯代を払うはず

だったのに、彼女が払っていなかった・・・などで信用情報に傷がついている

こともあるそうです。 

クレジットカードの場合は、延滞解消後すぐにカードを解約してしまうと、解

約する直前２年間の毎月の返済記録が、５年間にわたって記録されてしまいま

す。 

もし延滞解消したときは、カードを２年間使っても使わなくても、契約したま

まにしておきます。 

カードを解約しないことで、２年で信用情報を綺麗にすることができます。 

延滞している方はどうするのが最善の方法かきちんと確認をしてみてくださ

い。 

信用情報はしっかり綺麗にしておきましょう。 

 

———————————————————– 

銀行には借りる順番がある 



———————————————————– 

不動産会社さんに自分の属性を伝えると、借りられそうな銀行を教えてもらえ

ます。自分で銀行開拓をしたり、知り合いの紹介で融資を打診したりすること

もできます。 

銀行の種類をご説明します。 

・メガバンク 

メガバンクはかなりの高属性でないと、融資を借りられません。 

・地方銀行 

地方銀行は、メガバンクと比較して金利は高めですが、融資のハードルは低め

です。多くは県庁所在地に本店を構え、その地域の活性化を目的に融資を行い

ます。それなので、エリアから外れた物件は基本的には取り扱いません。 

・信用金庫、信用組合 

メガバンク、地方銀行よりも金利は高いものの、融資のハードルは低く、物件

自体の審査も比較的緩いです。営業エリアは地方銀行よりもさらに狭くなりま

す。 

・ノンバンク 

融資のハードルはきわめて低く、フルローンも十分可能です。しかし、金利は

非常に高いです。 



・日本政策金融公庫 

事業計画などが認められれば、比較的低い金利で融資を受けられます。 

属性の良い方は、まず地方銀行や信金で借りたほうがいいです。属性の良い方

がわざわざノンバンクで、高い金利で物件を購入する必要はありませんし、も

しノンバンクで借入をしてしまうと、地方銀行や信金で融資を受けづらくなっ

てしまうとも聞きます。 

地方銀行や信金で借りられない方は、日本政策金融公庫やノンバンクで借り入

れをすることになります。 

日本政策金融公庫は金利も低めですし、融資も借りやすいです。私も１棟目は

この日本政策金融公庫で借りました。 

 

———————————————————- 

ノンバンクで借りた後に借り換えをする 

———————————————————– 

どうしても融資がおりない方は、最終的にノンバンクで借ります。 

「ノンバンクで借りるのは絶対ダメ！」と先輩大家さんに言われてしまうこと

もありますが、ノンバンクは３日で融資 OK の連絡がくるくらい、すぐに融資



をだしてくれます。信金の場合は審査に１か月かかると言われてしまうことも

あります。急いで買わないと誰かに現金で買われてしまうような良い物件を見

つけた場合は、ノンバンクで融資を出してもらってからゆっくり他行で借り換

えることもできます。 

融資を出してくれた銀行から金利が低い他行に借り換えをすると、基本的にそ

の銀行で、もう二度と借りられなくってしまうことが多いです。 

しかし三井トラストというノンバンクは、借り換えをしてもまたすぐに融資を

してもらえます。 

ノンバンクは必ずしも悪ではなく、使い方によっては良いこともあります。 

また、低属性の方はノンバンクでしか借りられないかもしれません。 

高利回り物件をノンバンクで買って、キャッシュフローが貯まり、信金で借り

られるようになったというお話もよく聞きますので、諦めずに頑張りましょ

う。 

私も信金で借りることができるようにがんばります。 

———————————————————– 

賃貸併用住宅に住む 

———————————————————– 



住宅ローンを借りて他の人に住んでもらうのは、規約違反になってしまうこと

があるので、してはいけません。しかし、賃貸併用住宅なら、合法的に不動産

投資をすることができます。 

アパートローンが全然組めない方は、賃貸併用住宅に住んで家賃を浮かせて、

物件によっては利益を出すこともできます。もし利益を出していなくても、家

賃がタダになることで、さらに貯金ができるようになったり、現金でボロ物件

を購入したりと次のステップに進めることもあります。 

アパートを購入していなくても、自身がお得に住めるだけで立派な不動産投資

だと思います。 

知り合いの大家さんは、賃貸併用住宅で自分の部屋以外をシェアハウスにし

て、高利回りにしている方もいます。 

———————————————————– 

返済比率を確認する 

———————————————————– 

銀行に融資依頼をする場合は、必ず返済比率を確認してください。不動産投資

での失敗は、キャッシュアウトすることだけです。それ以外の小さな失敗は、

基本的に現金があればなんとかすることができます。 



物件が割安な物件かどうかもとても大切なので、買う前にしっかり確認してい

ただきたいですが、返済比率もとても大切です。 

毎月の返済が５万円の物件だったらそこまで問題にはなりませんが、毎月の返

済が５０万円の物件の場合は満室想定家賃が毎月５５万円だと、空室が増えた

らすぐに赤字になってしまいます。 

返済に対して満室想定家賃がいくらなのか、確認をしてください。 

サラリーマン投資家の方は、物件価格のほとんどを融資で購入することになる

と思うので、その場合返済比率を低くすることは難しいと思います。 

家賃に対して返済が 50％くらいになるように借入をできると安心です。 

キャッシュフローを貯めたり、数年後に物件を売却することで、所有物件全体

の返済比率を下げていけると、より安心経営できるようになります。 

 

———————————————————– 

現金で物件を買う 

———————————————————– 

融資が厳しくて、「融資を使って物件を買えないかも・・・」という方は、現

金高利回り物件を買いたくなると思います。自己資金が少ない中で、融資も厳

しい方が、現金で物件を買ってしまうと、その次に物件を買うのに、また１か



らお金を貯めないといけなくなります。 

現金で購入した物件を売却して利益を出せればいいのですが、数年保有しない

とトータルで利益を出すのは、難しいと思います。 

いくつも物件を購入出来れば家賃収入も数十万円になりますが、小ぶりな物件

を現金で１つ購入して、高利回り物件を作っても、毎月の家賃収入は数万円の

場合があります。 

現金のみで不動産投資をする場合は、レバレッジをきかせられないので拡大す

るスピードがかなり遅くなってしまいます。 

また、最初に現金で購入してしまうと、融資を受けるときに預貯金が減ってし

まっているので、融資を受けづらくなります。 

最初はなんとか融資を組みつつ、そこで貯まったキャッシュフローで、現金で

物件を買うのが一番効率的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



不動産投資を周りの人に反対されたら？  

偶然母親に誘ってもらった不動産投資セミナーに参加したことで、私は不動産

投資を始めたいと思いました。それなので家族からの反対はありませんでし

た。 

もし家族に反対されたら、モチベーションも下がってしまいますよね。今日は

家族や周りの方から反対されたらどうすればいいのかご説明させていただきま

す。 

———————————————————– 

人は知らないことに反対する 

———————————————————– 

私は基本誰かがすることを肯定する派だと自分で思っていたのですが、過去に

反対してしまったことがあります。それは親しい人が仮想通貨を買おうとして

いたときに「そんなの詐欺みたいなものだし、絶対やめたほうがいいよ！」と

一生懸命伝えてしまいました。その後仮想通貨バブルがおき、親しい人が買お

うとしていた仮想通貨が何百倍になったのです。もしその方が買っていたら、

億り人でした。仮想通貨がまだ流行っていなかったので、「怪しいものにお金

出しても返金できなくなるかもしれないし、不動産投資は不動産という建物と



土地があるから逃げられてなくなるなんてこともないし、安心だよ」と私は言

ってしまいました。 

自分が知らないものは危ないものと人は思ってしまい反対します。 

何事も知らないから危険だと思ってしまうのなら、自分が真剣にやりたいこと

を大切な人だからこそしっかり内容やしくみを知ってから反対をしてほしいで

すね。 

———————————————————– 

不動産投資を反対する理由 

———————————————————– 

人口減少しているのに平気なの？と心配する方もいます。人口が減少している

エリアで私も物件を購入していますが、すぐに入居者さんがついて満室になっ

ています。自分の保有する何部屋かを埋めればいいだけなので、全く心配して

いません。例え人口が減っている地域でも問題ないです。むしろ人口減少して

いるエリアでは、激安物件、高利回り物件が出てきやすいので、私はよく物件

情報をチェックすることにしています。そして臨機応変に、所有物件の入れ替

えをして、資産状況を良くしていくようにしています。５０年その物件を売却

しないのなら、人口減少エリアは不安に感じてしまうかもしれませんが、私は



売りたいときに物件を売却すればいいと思っています。もし５０年入居率の良

い状態で物件を保有したら返済も終わっていますしかなりのトータル利益にな

りそうなので、保有したままでももちろんいいと思います。 

バブルのイメージが強い方は、不動産投資は危険と思ってしまいます。バブル

の時代は物件の値上がりだけを期待して物件を買っていました。3000 万円で

買って半年後に値上がりしたものを 6000 万円で売却するというような投資法

でした。当時は金利が高かったので、満室の家賃より遥かに高い返済を毎月し

ないといけませんでした。バブルが崩壊すると、売却前提で購入していたのに

物件の価値も下がってしまい、返済できなくなってしまいます。 

今の時代の不動産投資は、キャピタルゲインを狙って買うのではなく、毎月の

安定した家賃収入を狙って買います。毎月の家賃収入に対して返済は半分くら

いで融資を組むという内容を、以前の回でご説明させていただきましたが、そ

のような借り方をしている場合は、バブル期のように返済できなくなってしま

うようなことは基本ありません。例え大不況がきても、いきなり家賃は下がら

ないので安定した収入源になります。不動産価格が下がった時期でも保有して

いれば、安定した家賃が入ってくるので、売却をしなければ問題ないです。そ

の後相場が上がってきたときに売却するのがいいかと思います。相場より少し



割安に物件を買っている場合、多少相場が下がっても、保有年数に応じて残債

も減っています。 

かぼちゃの馬車の事件もあったし心配という場合もあります。そのような物件

は、しっかり勉強していれば回避できます。私はサブリース契約はしたことが

ありません。どこかの会社に依存した投資は怖いなと思っています。なるべく

リスクは自分でなんとかできるものに限定しているほうが安心です。 

私の書籍でも書かせていただいたのですが、 

・買いたい物件の土地の価値がいくらくらいなのか 

・買いたい物件が相場に対して割安な物件なのか 

・返済比率 

・賃貸ニーズや家賃相場 

・売却をいつどのくらいの金額でするのか 

ここはかなり根気強く調べたほうがいいです。 

割高に買ってしまうと、その差額をあとで回収するのは大変です。 

割安物件かしっかり確認できている場合は、かぼちゃの馬車のような物件を買

ってしまうことはありません。 



「滞納・地震・孤独死などが怖い」と思う方もいます。昔から大家さんという

仕事をしている方がいなくならないのは、滞納・台風・孤独死の対処法がきち

んとあるからです。滞納の請求や追い出しの手順は決まっています。台風が来

てもしっかり火災保険に入っていれば、補償してもらえます。最近は孤独死し

てしまったあとの、特殊清掃費の負担や、空室期間の家賃を保証してくれる保

険もあります。 

「物価上昇リスクに対応している」物価が上がると、現金の価値がさがりま

す。不動産の価格はあがります。それなので、物価が上昇したときは、借金を

していると借金の価値が減ります。そのときは借金していたほうが利益になり

ますので、不動産を借金して買っているとお得です。 

バブルのときの不動産投資との違い・人口減少の日本でも大丈夫な理由・かぼ

ちゃ問題・滞納や地震リスク・物価上昇するとお得 

このように不動産投資は学べば学ぶほど不安も減りますし、問題がおきても対

処する方法を見つけられます。 

———————————————————– 

周りの人に理解してもらう 



———————————————————– 

知人に反対されている場合は仕方ないので、地道に不動産投資で成功したあと

に結果で示しましょう。家族や、奥様には、いきなり賛成してもらえなくて

も、理解をしてもらう努力をしましょう。自分が読んで読みやすかった不動産

投資本を渡してみたり、セミナーに一緒に行って、懇親会で他のご夫婦に「こ

ういう点は心配じゃなかったの？」など聞いてみたりすることもできます。お

そらく懇親会でリアルな不動産投資をしている方に話を聞くのが、一番安心し

てもらう方法だと思います。 

この講座を一緒に見てもらうのもありです。（笑）そうして一生懸命勉強して

いる姿を見せるのも安心してもらいやすくなります。物件を見に行くときに、

一緒にドライブしながら物件を見に行ったり、DIY を一緒にしたりするのも、

デートにもなるので、一石二鳥でおススメです。また、物件を買った後に、家

賃収入が入る通帳を奥様に見せているという方もいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



なかなか買えない時期が続いたときはどうすればいいのか 

私も最初の物件を購入するまでに９か月かかりました。周りの知り合いの方が

どんどん物件を買っているのに私だけ買えないのかな・・・と落ち込みまし

た。そういうときにモチベーションを保ち、物件を購入する方法をお伝えしま

す。 

———————————————————– 

モチベーションを保つ方法 

———————————————————– 

不動産投資をしなくても、人は生きていくことができます。今までの仕事をし

続ければ収入はありますし、いきなり新しいことをしなくても問題ありませ

ん。 

不動産投資をして、 

・自由な時間がほしい 

・将来の安定がほしい 

・仕事を辞められるくらい収入を上げたい 

・月にちょっとプラスの収入がほしい 



などの目標を再確認することが大切です。現状を良くしていくためのツールと

して不動産投資はとても良い投資だと思います。不動産投資をしたいわけでは

なく、目標の為の手段と思うことです。 

私の場合は、モチベーションが下がったときは、不動産投資の本を読んだり、

不動産投資をしている知り合いに会うことで、またがんばろうと思えました。 

———————————————————– 

不動産投資の勉強はたくさんの種類がある 

———————————————————– 

物件を買うまでに勉強すること 

・割安物件かどうか見分ける、物件選定の仕方 

・融資の勉強 

・賃貸需要のチェック方法 

・レントロールの見方 

・買いたい物件を見つけてからの流れを知る 

・リフォームの方法 

・空室の埋め方 

・管理会社の選び方 



などたくさんあります。 

不動産投資は良い物件を買うことの勉強だけではありません。 

買ったあとは、 

・部屋のリフォームを安くオシャレにする方法 

・火災保険はどんなときに保険が下りるのか学ぶ 

・自主管理と管理会社に依頼するメリットとデメリット 

・税金をお得にする方法 

・減価償却やデットクロスについて 

・売却はどうやって依頼するのがいいのか 

・売却のタイミング 

・借り換えの方法 

・物件を買い増す方法 

など不動産投資の勉強にはきりがありません。 

不動産投資に付随した投資 

・太陽光発電 

・コインパーキング 



・倉庫投資 

・シェアハウス 

・簡易宿泊所 

・自動販売機 

こういうものも勉強しておくといいです。私も倉庫と自動販売機は保有してい

ます。自分の保有している物件で敷地が余っていたら、コインパーキングにし

たり、自販機を置いたりすることも考えることができるようになります。購入

してから少しでも利回りを上げられるように考えます。このように不動産投資

は勉強が尽きないので、買えない時期こそ、良い物件を購入する方法以外に物

件を買ってから必要な勉強をしておくといいです。 

私も９か月物件を買えませんでしたがここでかなりセミナーに行ったり、本を

読んで勉強しました。後から考えると、ここで勉強したことが後になってから

良かったと思っています。 

———————————————————– 

10 年後には絶対買える 

———————————————————– 

こんなに物件を見に行って、不動産投資の勉強をしているのに、物件を買えな



かったらこの努力は全てムダになっちゃう・・・私はそう思って先の見えない

努力がつらくなったこともありました。 

しかし不動産投資のノウハウは数年で変わるものではありません。１回学んだ

不動産投資の知識はずっと使えます。 

例え不動産投資が出来ず、賃貸に住んでいたとしても、退去するときの費用が

適切な費用だけで済んだり、大家さん負担の設備の故障を、知らずに自分で修

理してしまったり、なんてこともなくなると思います。 

また、不動産投資の勉強をしていれば、マイホームを買うときにお得な買い方

ができるはずです。10 年住んで、買ったときと同じ値段でマイホームが売れた

ら、10 年家賃タダで住めたことになります。それだけでとても利益がでている

ことになります。 

それに、不動産投資をしたいと思ってから１０年の間物件を買えない・・・な

んてことはないと思います。私の場合、１０年以内には買えるはずと思って勉

強していました。（笑）どんなに信用情報に傷があっても、貯金がなくても、

１０年頑張れば必ず不動産投資を始められるはずです。 

おそらく読んでくださっている方は、私ほどの低属性の方はいなそうなので、

１０年と思って耐えなくても大丈夫だと思います（汗） 



低属性の方が１棟目に買うベストな物件とは？  

１棟目が大切と不動産投資本によく書いてあります。１棟目に失敗すると、あ

とが大変とも書いてあります。低属性の方がまず１棟目に購入するといい物件

とはどんな物件なのかお伝えさせていただきます。 

———————————————————– 

物件選びの大前提 

———————————————————-– 

物件選びの大前提があります。それは相場より少し割安な物件ということで

す。相場より割高な物件を買ってしまうと、せっかく家賃収入を得ても、売却

するときに相場でしか売れないのなら、今までのプラスだった収入分が相殺さ

れてしまいます。相場より割安かどうかしっかり調べてみてください。 

割安物件が出る理由 

・売り急いでいるので少し安くても早く売りたい 

・お金に無頓着な売主 

・値段の付け間違い 



割安物件を見つけるには物件情報をひたすら見て相場感を養うことも必要で

す。 

割安物件かどうかの調べ方としては、 

・近隣の土地の売値を確認 

・路線価を見る 

・路線価の年単位での推移を見る 

・近隣の新築戸建てはいくらくらいなのか確認 

・駅の乗降者数 

・「HOMES の賃貸経営」を見る 

・車が必要な地域なのか確認 

・車が必要なのに駐車場が近くにあるか 

・スーパーやコンビニまでの距離 

・商業施設や工場、大学の位置 

・駅までの徒歩ルート etc 

上記以外にも調べる方法はたくさんあります。相場より少し安いかなと思える

物件を買いましょう。 



その後賃貸需要を調べます。レントロールを見て長期で住んでいる方が高い家

賃で住んでいたら、退去後の想定家賃を調べたり、１０年後の想定家賃下落は

どれくらいかを調べたりします。これは SUUMO で自分の買いたい物件に似て

いる物件を見ればすぐにわかります。 

融資を使って買う場合は、返済比率を確認します。 

買いたいと思ったら実際に物件を見に行き、外壁の確認、内装にどれくらいリ

フォーム代がかかるかの確認、近隣の環境を確認したりします。管理会社にヒ

アリングも必要です。 

相場より遥かに安い物件は、結局賃貸需要が厳しいエリアだったり、全室空室

だったり、リフォーム代が高額だったり、再建築不可や借地権など、何かしら

問題があることが多いです。 

・相場より割安 

・賃貸需要 

・返済比率 

この３点はしっかり確認しておきましょう。 



———————————————————– 

相場より多少割高でも買っていいこともある 

———————————————————– 

これはまだ物件を所有していない方を惑わせてしまうかもしれませんが、補足

でいれさせていただきます。ごくたまに相場より多少高くても物件を買ってい

いこともあります。なぜかというと、目線が厳しくていい物件を見つけられ

ず、何年間も買わない機会損失のほうが大きい可能性があるからです。 

利回り１２％５０００万円の物件があるとします。これを買った場合と５年後

にその物件が１０００万円安く売りに出て買った場合を比べてみます。（現金

で買ったと仮定します。） 

■今買った場合 ５０００万円１２％を購入 

５年間満室で経費を考えないと合計３０００万円の家賃収入です。 

購入時諸費用が物件価格の１０％とすると５５００万円で買ったことになりま

す。 

３０００万円の利益なので、あと２５００万円利益が出れば 



購入時の費用は全額回収となります。 

■５年後同じ物件を安く買った場合 ４０００万円１５％を購入 

１０００万円も安くなっていたらお得ですよね。 

購入時諸費用１０％として合計４４００万円で買ったことになります。 

もし５年前に買っていたら残り２５００万円で回収ですが、 

今買うと４４００万円で回収になります。 

この場合は５年前に１０００万円高くてもそのときに買っていたほうがお得 

ということになります。 

融資が組める時代には融資が借りられたけど、融資が厳しい時代だと借りられ

なくなるギリギリの属性の方もいると思います。そのような方は、融資が厳し

くなってから不動産投資をスタートしようとしてもなかなか買えなくなってし

まうので、そこそこ良い物件があったら、融資が組める時代に買っておくとい

うのもありだと思います。 

１つの銀行の融資でしか買えないような物件で高額のものや、利回りが低い地



方物件など、売却ができなくなってしまうような物件は買ってはいけませんの

で、物件の見極めは非常に大切になります。 

私も６年前に既に物件価格が高くなってきたと言われている時代に、不動産投

資を始めました。買いたい物件のスペックを知り合いの大家さんに割高じゃな

い？と言われたこともありました。そのとき物件を買ったことで、その後物件

を買い増しし、今では CF５０万円になりました。２２歳の当時、属性が悪い

からと不動産投資を始めていなかったら、今の不動産収入はありません。そう

思うと属性が悪いと思って少し待ってから始めるよりは、属性が悪いながらも

早めに始めたほうがいいです。 

 

———————————————————– 

エリアはどこがいいのか 

———————————————————– 

買ってはいけないエリアは基本的にないと私は考えています。私は、人口減少

率日本一を取った横須賀市の物件を購入して、３倍以上で売却したこともあり

ます。群馬の物件なども、遠いけれどかなりお得だったので購入しました。割

安に購入出来るのなら、どこで買ってもいいと考えています。 



その場合、人口が減っている地域では、相当割安でないと買わないことにして

います。融資が通る方は、その融資が下りるエリアで物件を購入するという、

融資がおりるエリア内で探すという方法もあります。 

今回は融資が通らない方や、融資が大変ながらも通りそうな方は、どうやって

エリアを絞ればいいのかについてご説明させていただきます。 

まず自分の生まれ育った地域がある方は、そこで物件を買うという方法があり

ます。そこまで土地値がでないエリアでしたら、高利回り物件を買います。 

生まれ育ったエリアで買うメリットは、 

・土地感がある 

・家族が物件を見に行ってくれる 

・実家に帰りつつ物件を見られる 

田舎がない方や、ボロ物件を再生する方は、家から行きやすいエリアで探すの

がいいかなと思います。物件再生するには、やはり何回か見に行ってリフォー

ムをしないといけません。綺麗なアパート、マンションの場合はそこまでリフ

ォームなど必要ないこともありますが、再生になると購入してすぐに、何度も

通わないといけません。なので行きやすいエリアがおススメです。逆に、毎週

末見に行ける！と思えるのなら、場所はどこでも良いです。 



戸建て再生をした物件やファミリー物件は、一度入居が決まるとずっと退去し

ないので、私はほとんど見に行っていません。アパートやマンションは共用部

があるので、定期的にチェックをしたり、清掃を依頼している方にチェックし

ていただいたりする必要があります。 

逆に、行きたいエリアで買うのもありです。私は金沢が好きなので、金沢に物

件を持ちたいとも思っています。（笑）ただ小ぶりな物件の場合、交通費や宿

泊費がかさみ、キャッシュフロー以上に経費がかかってしまうこともあります

ので、そこは気を付けてください。価格帯と、物件まで通えるかどうか、によ

って、どこでも物件を購入していいということです。 

—————————————————— 

物件の構造や価格帯 

—————————————————— 

RC や木造アパート、戸建て、シェアハウスなど、投資家さんによって全然手

法が違ってきます。いろんな本を読んでいると、どれがいいのかわからなくっ

てしまいますよね。投資家も、何度もうまくいった手法があれば、その手法以

外をして失敗するよりは、同じ手法で買い進めるのが無難となり、一度成功し

た手法を変更しない方が多いです。 



私は木造物件がほとんどですので、木造が好きです。戸建ても入居が決まる

と、共用部の清掃も必要ないですし、入退去がほとんどないので、とても好き

な投資法です。ただこの投資法になったのには訳があります。不動産投資を始

めるときは RC 物件を買っている知り合いがたくさんいたので、RC 物件を狙

っていたけど、価格帯が高くて融資が付かず買えませんでした。それでたどり

着いたのが、価格帯が安めの木造で築年数も古めの物件でした。 

高属性の方は、大きな RC を買うことで、数棟保有してサラリーマンを引退で

きることもありますので、RC を買うのもありです。その方の属性に合わせ

て、買えるものを買っていくというのが一番いいやり方だと思います。 

年収 2000 万円、貯金 1 億持っている方が、戸建て投資をして家賃７万円が入

ってきても、こんなに労力かけたのに・・・７万円か・・・・となってしまう

かもしれません。 

融資が付く方＝融資が付く範囲内の物件や価格帯の物 

融資がギリギリ付きそうな方＝小ぶりなアパートや戸建て 

融資が付かない方＝激安戸建てや激安区分を再生 

  

この方法が一番良いと思います。 



—————————————————— 

１棟目に買うと良い物件の概要 

—————————————————— 

１棟目に買うのにいいのは、シンプルな物件です。エリアと構造をお話しまし

たが、それよりも大切なのはシンプルということです。 

初心者の方が、物件を探していると相場より遥かに安い物件を見つけて問い合

わせすることがあると思います。そうすると、再建築不可物件や容積率オーバ

ーの物件のことがあります。こういう物件はノンバンクでしか融資が付かない

のですが、基本的に１棟目にはおススメできません。もし売却したくなったと

きに、売却金額も安くなってしまうからです。 

築年数そこそこの、利回りも他の物件より少しいいかなくらいの、シンプルな

物件を購入するといいです。 

私が多くの投資家さんと話してきて気付いたのは、１棟目を長期保有する方は

少ないということです。１棟目は数年後に売却する場合が多いので、売却とい

う出口を取りやすい物件がおススメです。 

雨漏り物件ですが、リフォームしたら直ります・・・意外とお金がかかること

も 



全部空室ですが再生すると高利回り・・・満室にできなくて、空室続きになっ

てしまうことも 

任売物件で戸建てと社員寮アパートつきなので高利回り・・・お金がきつく任

売になっているから建物が傷んでいる可能性や、売却するときにまたセット売

りで割安になってしまうことも 

それなので難しい物件は不動産投資に慣れたら買っていくのが良いと思いま

す。最初はシンプルなものがおススメです。 

—————————————————— 

１棟目に買うといい物件とは 

—————————————————— 

私は木造アパート・戸建てが好きとお伝えしたのですが、１つめに戸建てを買

う場合は融資で購入するより現金で買うのがいいと思っています。空室で買う

とファミリー物件なので長期で住んだ後ですし、延床が広いのでリフォーム費

用がかさみます。入居中で買ってもすぐ退去になる場合もあります。戸建ては

ファミリー層が住む物件なので、単身者向け物件より入居付けに時間がかかる

ことがあります。リフォーム代がかかり、空室が続いてしまうと、もし借り入

れをしている場合はしばらく出費の状態が続きます。 



それなので融資を組める方の場合、最初はアパートがおススメです。半分くら

い入居している物件を購入していれば返済比率５０％ほどで借りていれば、返

済は家賃ですることできます。満室だと価格設定が強気な場合がありますの

で、売主さんが地主さんでやる気がなく、空室をそのまま放っておいたような

物件が一番よいかと思います。相続した物件や地主さんは残債がないですし、

一生懸命買った物件ではなくただでもらった物件なので、１円でも高く売りた

いと思っていないこともあります。 

半分以上埋まっていて割安でシンプルなアパートを皆さんもぜひ探してみてく

ださいね。 

それを買えない方はボロ戸建てを現金で購入するのがいいかなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資産を拡大していく方法 

まず物件を購入した後は、満室経営をしましょう。満室経営をするために、し

っかり行動し勉強することが大切です。管理会社に依頼する場合は客付けが強

いところを見つけてお願いしましょう。その後キャッシュフローを貯めて、物

件を買い増ししていきます。 

 

—————————————————— 

満室経営をする 

—————————————————— 

まず買った物件を満室にしないといけません。 

購入後に空室が出て、埋まらない物件を買わされてしまった・・・悪い不動産

会社から買ってしまった。という相談を受けたことがありますが、それは違い

ます。 

入居者さんは一定の確率で退去しますし、それを埋められないのはオーナーが

何もしていないからです。空室が埋まらなければ、現地の不動産会社さんをま

わったり、ジモティーを使って自分で募集したり、近隣の賃貸募集の内容を確

認したりと、たくさん方法がありますので、行動してみてください。 



 

—————————————————— 

少しでも利回りを上げる 

—————————————————— 

少しでも利回りを上げましょう。単純にキャッシュフローが増えるメリットも

ありますし、利回り１２％で買った物件を利回り１５％に出来た場合、また利

回り１２％で売却してキャピタルゲインを得られるようになるかもしれませ

ん。 

一番簡単なのは、部屋に付加価値をつけて家賃を少し値上げして入居してもら

う方法です。リフォームをオシャレにしたり、モニター付きインターホンや、

WIFI をつけたり、宅配 BOX をつけるなど物件に合った方法で価値を上げま

す。リフォーム代を削減するために、DIY をしてみるのも経費削減になりま

す。 

・敷地にコインパーキングつくれないかな？ 

・自販機置けないかな？ 

・雨に濡れないバイク置き場をつくれないかな？ 

など利回りがあがりそうなことは、なんでも考えてみます。 



—————————————————— 

発信する 

—————————————————— 

私は不動産投資を始めようと思ったときからブログを書いていました。発信す

ることで、自分の頭の中も整理されます。実際毎月 50 万円のキャッシュフロ

ーを得られるようになり、本を出させていただき、セミナー講師もさせていた

だけるようになりました。私は不動産投資を始めた頃は、本を自分が出すなん

て思ってもみませんでした。低属性だからこそ本を出させていただけたんだと

思います。高属性だったら、家賃年収１億くらいにならないと本をださせても

らえていなかったと思います。（笑）みなさんもぜひ発信してみてください。 

—————————————————— 

家族の反応が変わってくる 

—————————————————— 

２２歳で２０００万円越えの借入をするときは、またあの子はぶっ飛んだこと

し始めたよ・・・という反応だったのですが、私の家族も、肯定も否定もしな

い状況から不動産投資したいと言ってくれて、家族もアパートを購入しまし

た。GW には家族全員で物件巡りツアーをしてドライブしたこともありまし



た。 

家族や周りの方もきっと変わってきてくれます。私は友達に不動産投資をして

いることを話していたのですが、本を出した後にとある友達に、本当に不動産

投資していたんだと言われて、私が虚言癖で言っているのかと思われていたと

知ったことがありました。（笑）本当に大切なお知り合いの方には、やるかや

らないかは別としてこんなことをしているとお伝えしてみるのもいいなと思っ

ています。 

—————————————————— 

貯金すること 

—————————————————— 

不動産投資で収入が増えても、しばらくは絶対に使ってはいけません。サラリ

ーマンの方は、お給料の中で生活をし、その中でも貯金をして、家賃収入は別

にして貯めましょう。そうすることで、次の物件の頭金にすることができま

す。サラリーマンを辞めたときは、家賃収入を使うことになりますが、サラリ

ーマン時代の毎月の収入はとても大切な収入ですので、大事に貯金をしてくだ

さい。 

私も OL の収入のみで、一切不動産投資の収入は使いませんでした。安易に定



期収入をなくす、サラリーマンをやめることはおススメできません。ほかにや

りたいことがある場合は仕事をやめて起業するのもいいと思います。サラリー

マンの収入は働けば入ってきますが、したいことがない場合、ビジネスをして

サラリーマン時代と同じ金額を稼ぐのはとても大変なことだと思います。やっ

ぱり前の会社に戻りたいと思っても、難しいですし再就職するくらいなら辞め

なければよかったとなる可能性もあります。 

時々聞く話なのですが、物件を購入し、たくさん家賃収入を得たにも関わらず

その収入を使っていまい、空室が増えたときにリフォーム代が出せない、税金

が払えないという話を聞きます。何があっても対応できるようにしっかり貯金

しておくことが大切です。 

—————————————————— 

資産を拡大していく 

—————————————————— 

確定申告や会社の決算を、きちんと黒字にしたり、キャッシュフローを貯めて

おいたり、時々物件を売却して借入を減らし資金を増やします。貯金をして、

仕事も続けていれば資金も貯まる速度も早く、融資も付きやすいので物件を増

やしていけると思います。 



そして仕事を辞めても大丈夫な状態にできたり、将来の心配をしなくて大丈夫

なくらい貯金を増やせたり、家事代行を頼んで大切な人との時間をもっと作れ

たり、不動産投資を始めようと思った理由を達成できますよね。 

私も不動産投資で将来の安心を充分に得られるようにもっと物件を買っていけ

るようにがんばろうと思います。 

 

 

講座はいかがでしたでしょうか？ 

私は不動産投資をするときに、他の方よりもハードルがありました。しかし不

動産投資をして、本当に良かったと心から思っています。今では毎月５０万円

のキャッシュフローになり、 

年間家賃収入は１０００万円になりました。キャッシュフローも貯めています

し、現金で買っている物件も増え、心のゆとりもできました。 



私は高校を中退してギャルになりました。その後大検を取り、大学に行っても

中退をしてしまいました。業務委託契約の OL は続いていましたが、歩合制で

給料も安定しないですし、当時は貯金もほとんどできていませんでした。学歴

もないので転職も厳しいですし、今の私の仕事をフルでしていくのは、体力的

に限界があります。 

これからどうやって生きていけばいいんだろう・・・と不安で不安で仕方あり

ませんでした。その時に偶然不動産投資に出会い、将来の希望を見つけること

ができ、必死に行動をしました。 

私のように将来に不安を抱えている方、仕事が忙しくてやりたいことを出来な

い方にこそ、不動産投資の素晴らしさを知っていただき、希望を持っていただ

けたらいいなと思っています。そして不動産投資はどんな人でもできるという

ことをお伝えしたく、書籍を出させていただき、セミナー講師をさせていただ

いています。 

 

 

 


