
～ 株式会社アップル管理は 賃貸経営の費用削減、経営効率化を支援致します ～

　　    株式会社アップル管理
　　　　　   　　 管理部

　　    担当　　　八塚　輝俊(やつづか　てるとし）
　ご不明な点・疑問点がございましたらお気軽にお問い合わせください！ 　　　　メール t-yatsuzuka@appleadvisers.jp

　http://www.apple-kanri.jp/ホームページＵＲＬ

　　　平成３０年Ｘ月ＸＸ日

ワンコイン賃貸管理

○○ ○○ 様

お見積り書

渋谷レジデンス（１棟）

TEL03-6455-2866
【ワンコイン賃貸管理】の

最新情報がLINEに届きます！
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オーナー様専用Dropbox

をご用意

収支明細などWEBで共有

弊社の親会社は不動産投資顧問業の登録業者で

す。お預かりしている物件を含め、オーナー様の資産

について投資分析・出口戦略などご相談可能です。

(有償サービス)

アップル管理には、宅地建物取引士はもちろん相続対策

専門士、相続支援コンサルタントなどの有資格者が在籍し

ています。各分野の専門家とも連携し、ご家族や資産の状

況を確認させて頂き、それぞれのケースにあった最適な不動

産相続をご提案(有償サービス)
物件ごとにその地域で安価な業者を選定し、中間マージン

なしでご紹介致します。

物件ごとにその地域で安価な業者を選定し、

中間マージンなしでご紹介致します。

※弁護士への個別相談等の一部サービスは別途有償

となる場合があります。

最新情報がLINEに届きます！
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　　＜物件情報＞

　　【ワンコイン賃貸管理費】

　　【業務費用も低額】
募集活動、信用調査、賃貸借契約、火災保険加入手続き

更新手続き

退去立会い、敷金等精算業務、修理手配、完了確認

※管理委託契約から３ヵ月以内は解約費無料

　　【その他業務費用も低額】

※「その他業務」は、物件ごとにその地域で安価な業者を選定し、中間マージン無しでご紹介致します。
　その他業務の契約取り次ぎおよび施工管理（施工内容のチェック）をご希望の場合には、月額管理委託料をお見積り致します。

　　【以下は入居者様のご負担費用】

※鍵の型式により金額は異なります。

※既契約が自動更新の場合は頂きません。

　　　※各金額には別途消費税が掛かります。

構　造 ＲＣ造

集金代行業務、滞納督促、入居者対応

空室清掃 ご希望に応じてお見積もり

定期清掃 ご希望に応じてお見積もり

退去 業務手数料 （退去時） \20,000/戸
管理委託契約 解約費 （他社や自主管理へ切替の場合）

\20,000/戸

消防設備点検 ご希望に応じてお見積もり

ご希望に応じてお見積もり
その他業務（インターネット導入、LED化、ガス会社
選定、広告追加・変更など）

貯水槽清掃点検 ご希望に応じてお見積もり

入居者フォローアップアンケート定期配布（年2回） ご希望に応じてお見積もり

新規入居時

賃貸管理費

物件名 渋谷レジデンス（１棟）

管理委託戸数 20戸

月額 ￥10,000（20戸×\500/月）

築年月 1991（平成3）年8月

用　途 共同住宅（20戸）

所在地 渋谷区神泉町1-18

¥10,000

２４時間トラブルサポート加入費 \380／月

鍵交換費用（任意） \10,000～

\50,000/1棟

【ワンコイン賃貸管理】　お見積り書
 　　　　　　　　※ 賃料４万円以下の物件の場合、オーナー様・入居者様にメリットのある他のワンコインプランもございます

賃貸借契約 業務手数料 （新規入居時） \35,000/戸
更新 業務手数料 （更新時）

契約事務手数料

¥3,000

火災保険加入費 実費

更新時
更新事務手数料 ¥10,000

火災保険加入費（継続） 実費

車庫証明に関する書類発行

■「基本料が安くても、結局別途費用が諸々嵩んで、管理会社が利益を

取っているのではないか！？」 では決して御座いません。ご安心下さい。

中間マージン無し、対応業者名も開示、透明性、コスト削減を図ります。

■また、賃貸住宅供給過多のマーケットで生き残る方法は

ずばり、 「他物件との差別化」 です。

「差別化」するには、原資＝現金が必要です。

もし、お手持ちの原資が乏しくても【ワンコイン賃貸管理】で削減できた費

用

を活用し、安定した賃貸経営のために再投資できます。

■今後、旧態依然の体質の管理会社は、淘汰される時代が来ます。

弊社は、先を見据え、時代のニーズに即したサービスの提供と

進化を続けて参ります。
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　 　 　　 　【 試算条件】
　　　　　　　  　 ・総賃料：8万0,000円×20戸＝160万0,000円

　　　　　　　   　・現契約手数料：賃料の１ヶ月

　　　　　　　   　・現更新料：賃料の0.5ヶ月

　　　　  　       ■４年間の賃貸管理費 累計額の試算
    （入退去サイクル４年の場合）

＜現在の管理費（５％）の場合＞

管理料8万0,000円×5％×20戸×48ヵ月（＝384万0,000円）＋

契約手数料8万0,000円／戸×20戸（＝160万0,000円） ＋

更新手数料8万0,000円／戸×50％×20戸（＝80万0,000円）

＝６２４万０,０００円

＜現在の管理費（３％）の場合＞

管理料8万0,000円×3％×20戸×48ヵ月（＝230万4,000円）＋

契約手数料8万0,000円／戸×20戸（＝160万0,000円） ＋

更新手数料8万0,000円／戸×50％×20戸（＝80万0,000円）

＝４７０万４,０００円

＜ワンコイン賃貸管理の場合＞

管理料500円×20戸×48ヵ月（＝48万0,000円） ＋

契約事務手数料3万5,000円／戸×20戸（＝70万0,000円）＋

更新事務手数料2万0,000円／戸×20戸（＝40万0,000円）＋

退去事務手数料2万0,000円／戸×20戸（＝40万0,000円）

＝１９８万０,０００円

＜ワンコイン賃貸管理によるコスト削減額の試算＞

817万2,000円コスト削減！管理費３％との差額 272万4,000円コスト削減！ 544万8,000円コスト削減！

1,278万0,000円コスト削減！

４年間 ８年間 １２年間

管理費５％との差額 426万0,000円コスト削減！ 852万0,000円コスト削減！
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管理費5% 管理費3% ワンコイン賃貸管理

【ワンコイン賃貸管理】における

「コスト削減額(差額)」のシミュレーション

（円）

544万8,000円

852万0,000円

426万0,000円

272万4,000円

817万2,000円

1,278万0,000円

594万0,000円

198万０,000円

396万0,000円
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　営業所 株式会社アップル管理　管理部 担当 八塚　輝俊（やつづか　てるとし）

　住所 〒150-0045 電話番号 ０３－６４５５－２８６６
東京都渋谷区神泉町１－１８　 E-mail t-yatsuzuka@appleadvisers.jp
ボヌール松濤　３Ｆ

　当社ＨＰ http://www.apple-kanri.jp/ 営業時間 ９：３０～１８：００ (水曜：１７：００)

定休日 土日祝

 　　　　　  弊社サービスをご検討いただきましてありがとうございます

 　　　　　　株式会社アップル管理 の 【ワンコイン賃貸管理】 をよろしくお願い致します

　株式会社アップル管理　管理部 オフィスのご案内
ご案内図管理部オフィス ご案内図ご案内図

拡大図

東京都渋谷区神泉町1-18ボヌール松濤3階

【ワンコイン賃貸管理】の

最新情報がLINEに届きます！
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