


60 65

築いた資産でプラスαの収入があれば
ゆとりあるセカンドライフをおくれます！！





19
24

87.1

80.8

※厚生労働省「平成27年 簡易生命表」を元に四捨五入して算出。

23 . 55年
19 .4 6年
15 . 6 4年

28 . 83年
24 . 31年
19 . 92年

※厚生労働省「平成27年 簡易生命表」より。

2015



212,835円

237,691円

182,980円

社会保障給付（193,051円）
90.7％

非消費支出
29,855円

食料
27.3％

住居
6.2％

光熱・水道
7.9％

家具・家事用品 3.8％ その他の消費支出

24.0％被服及び履物 2.8％ 保険医療 6.3％

交通・通信
10.6％

教養娯楽
11.1％

交際費
12.2％

その他
11.8％

その他
（19,784円）

9.3％
不足分

54,711円

※総務省「家計調査」（総世帯のうち高齢夫婦無職世帯／2016年）より作成。夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯の内容です。



13.7

20

24.8
21.2

21.2

34.9

5,088

5,952

8,376

20

20
※退職後の余生期間は、厚生労働省「平成27年 簡易生命表」より65歳以降の平
均余命年数男女の平均値を四捨五入したものです。※平均実収入額は総務省「家
計調査」（総世帯のうち高齢夫婦無職世帯／2016年）、老後に必要な生活費は「平
成27年度総務省統計局『家計調査年報』」の無職世帯月額平均、ゆとりある生活費
は「生命保険文化センター平成28年度『生活保障に関する調査』」によるものです。

「生活保障に関する調査 」によると、

老後の生活に不安を感じている人は全 体の約 8 6 ％ 。

中でも「 老後の生活設計 」が一番の不安要素のようです。

現在、平均的な年金受 給額は月額 2 1 . 2 万 円と言われていますが

これは 、ゆとりある生活費に1 3 . 7 万 円ほど足りない金額です 。

より豊かなセカンドライフを迎えるために

どんな準備ができるでしょうか？



2015 2016

首都圏分譲マンションの

平均賃料は

堅実に推移！

首都圏の賃料は安定傾向にあります。

1.3 1.0

0.6

需要の高さに関してはP19-20へ

21.2 36.8

※東京カンテイ プレスリリース「分譲マンション賃料（年間版）」（2017年1月17日）。

2,618

1,794

1,569

2,646

1,795

1,569

1.8

年金収入に加えて

資産運用型マンション経営の収入源となる「賃料」は、この10年間安定的です。
また三大都市圏における分譲マンションの賃料は、堅実に推移しています。
分譲マンションの賃貸運用は、継続的に安定収入を得られる方法といえそうです。



万一の場合
3,000万円が
支払われる

3,000万円

一般の終身保険の場合

家賃収入をローン返済にあてられるため、保険加入に比べて月々の費用が大幅に抑えられる上に、
万一の場合にも残債を保険で相殺して実物資産が手元に残るので安心です。

毎月の保険料は

52,770円

3,000万円の

終身保険に入った場合

毎月10,241円

この期間に万一の場合も3,000万円が保障される

65歳

（3,000万円で購入・団体信用生命保険加入）

3,000万円 3,000万円

（3,000万円の終身保険）

終身保険とマンション経営の詳しい具体例は9・10ページへ

※上図は一般的な終身保険の例であり、生命保険の内容等は保険の種類・契約の内容により異なります。また資産運用型マンションの例は、住宅ローンを60歳で完済した場合の一例です。



3,000

1,135貸家建付地評価

固定資産税
評価額

賃貸用不動産
貸家評価

0.0720.429
0.010.001

3,000万円の事業通常のビジネス
3,000万円の資金が必要

株式の取引
1,000万円の資金で購入可

不動産投資
10万円の頭金で購入可

3,000万円分の
株式売買

3,000万円の
マンション

3,000 3,000

マンション
価格3,000万円

1,800

1,200 960 758 379

1,080 756

62

※預金の金利は大手都市銀行「スーパー普通預金（平成29年2月）」、国債の利回りは財務省ホーム
ページ「国債の応募者利回り推移（平成29年2月14日）」の10年国債、MMFは米ドル建（平成29年2
月28日現在）、大口定期の金利は大手都市銀行「自由金利型定期預金（大口定期5年）（平成29年2
月）」のものです。

PICK UP!

証券等の投資商品に比べ、不動産は初期投資の比率を抑えて購入することができます。
レバレッジ効果を生かした効率の良い投資で、表面利回りも預金などに比べて高効率です。
長期安定型の収益をもたらす投資として注目を集める理由は、ここにあります。



万一の場合

条件

終身保険に加入した場合の具体例

■ 一般的な終身保険

■ 解約返戻金の仕組み

保険料支払期間の終了

総払込保険料 25,329,600円

保険料 毎月52,770円　

保険料は
100％
自己負担

契約

25歳 65歳

保険料支払期間が過ぎても加入中万一の場合に3,000万円が支払われる

保険料支払期間の終了

68歳で100％返戻金

保険料払込総額
解約返戻金

契約

25歳 65歳 68歳

3,000万円
保険金

3,000万円の終身保障に加入
保険料 52,770円／月（40年間）終身保険とは、ある一定期間保険料を支払うと

万一の場合に保険金を受け取ることができる保険です。

一定期間だけ高額な保障を受けられる定期保険と違い

必ず保険金を受け取ることができます。

また、解約返戻金を使って貯蓄をすることもできます。

解約返戻金とは、保険の解約時に返ってくる

お金のことを言います。返戻金の金額は契約

期間の長さによって変動します。一般的に、

早い時期に解約するほど解約返戻金は少な

くなりますが、支払い期間を過ぎると、返戻

金が払込総額より多くなります。

自己負担

終身保険の支払い例

52,770

25,329,600

月払込額

保険料支払期間4 0年での自己負担

掛け捨ての定期保険などと比べて
終身保険の保険料は高めに設定されています。

総払込額

65歳時にコース変更して、
10年間「年金コース」にもできる

年間約260万円（月々216,600円）

万一、お金が必要な時解約返戻金はありますが、
保障はなくなります。　詳細は下記へ

この期間に
解約すると

払込総額より
少なくなる ※10年で解約した場合、約82％の戻りになります。

※平成29年1月現在 M社終身保険事例より
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万一の場合

条件

マンション経営におけるシミュレーション例

■ 資産運用型マンション

ローン返済期間の終了

自己負担 10,241円

想定家賃収入
毎月98,000円

マンション

購入

25歳 60歳

団体信用生命保険（万一の場合は保険金で相殺）

ローン返済+管理費等
毎月108,241円

売却して現金化

家賃収入を得る

子供への相続

想定家賃収入 
毎月
83,520円

3,000万円のマンションを購入
ローン借入額 2,990万円
ローン返済 93,761円／月（35年返済）
管理費等 14,480円／月
家賃収入 98,000円／月
団体信用生命保険加入

毎月の支払いを100％自己負担する終身保険と比較して、

家賃収入をローン返済に当てられるので、

毎月の自己負担が少なくて済みます。

また、万一本人が死亡してもマンションという実物資産が残るため、

生命保険がわりとしての役割も持っています。

住宅ローンの返済途中で死亡もしくは重度の高度障害になっ
た場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を
支払う制度です。ローン完済後は不動産が所有者のものとなり
ますので、実物資産が残る終身保険として考えることもできま
す。売却すればまとまった「保険金」を得られますし、保有した
場合でも「遺族年金」として家賃収入を得ることができます。 

団体信用生命保険

ローン残高を
保険金で返済

ローン契約者 団体信用生命保険

加入

融資

契約者に
万一のことが
あったら…

返済 保険料

金融機関

マンション経営の支払い例

終身保険の総払込額に比べ約17%の金額で生命保険の役割

98,000
家賃収入

10,241
自己負担

93,761
ローン返済

14,480
管理費等

4,301,220

月払込額

ローン返済期間3 5年での自己負担総払込額

返済期間終了後は

年間1,002,240円
の家賃収入が見込めます。

万一の場合、マンションは手元に残る

少ない、無理のない自己資金で資産と安心を手に入れる事ができる
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3,000万円

98,000円
2,990万円（金利1.65％、35年ローン）

72.8

建物

117.6
357.9

●夫：会社員（年収850万円）
●妻：専業主婦
●子：大学1年、高校2年

190.4 72.8
72.8

10.1 7.3

285.1

17.4

285.1

357.9

50.1

67.5

28.921.2

31.3 36.2



3,000 （消費税132 .0万円）

（金利1.65％、 35年返済）2,990
10
70

80

10,241
83,520

98,000
93,761
14,480

購入後 賃貸運用時

購入後の賃貸利用者とのやりとりが面倒な方は、当社にて管理代行いたします。

マンションの賃貸運用について
シミュレーション例をご紹介します。
実際に賃貸マンションを資産運用した場合の、シミュレーション例をご紹介します。

初期費用を抑えて将来の安定収入を得る参考例としてご覧ください。
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セミナー情報

不動産投資セミナーなら
1Rナビにお任せ
負けない不動産投資

 

ワンルーム

無料参加頂ける毎月開催のセミナー、その他特別講師の講演で開催される各種セミナー等の
運営を行っています。当該セミナー等にご来場頂いたお客様、お問い合わせ頂いたお客様に対して
マンション経営のノウハウの提案をさせて頂きます。

1Rナビのご紹介

1Rナビのセミナーに関するお問い合わせ・お申し込みは

からお気軽にどうぞまたは

https://1rnavi.com
0800 -919 -4114

検索1Rナビ

2014年3月18日(火) 23:45～00:10放送
フジテレビ報道番組 「ニュース JAPAN 」にPIMが取り上げられました。
2014年9月6日（土）13：30～
慶應義塾大学大学院大学教授/エイベックス・マーケティング取締役 
岸 博幸先生が登壇!PIM特別セミナーを開催致しました。

2016年9月17日（土）10：00～
エコノミスト・BRICs経済研究所代表 
門倉貴史先生が登壇!PIM特別セミナーを開催致しました。

2014年10月18日（土）13：30～
元三重県知事/早稲田大学政治経済学術院教授
北川 正恭先生が登壇!PIM特別セミナーを開催致しました。
2015年2月21日（土）13：00～
獨協大学教授/経済アナリスト
森永 卓郎先生が登壇!PIM特別セミナーを開催致しました。
2015年3月12日（木）13：30～
産経新聞主催「ソナエキスポ」 にて
相続対策セミナーを開催致しました。
2015年7月18日（土）13：30～
特別会場企画!
「りそな銀行セブンデイズプラザしぶや」にてセミナーを開催致しました。

2017年1月21日（土）12：30～
大手出版会社 幻冬舎とPIMのコラボレーションセミナー
「幻冬舎主催セミナー」を開催致しました。

PICK UP 過去のセミナーや、PIMがメディアに取り上げられた事例を一部ご紹介します。

マンションオーナー様の声



1

男性（44歳／団体職員）

老後のことを考えて
優良資産に投資しました。

不動産のセミナーには初めて参加しました。本による知識は多少あ
りましたが、私的年金づくりに加えて家族にも遺せる優良資産だと
理解できました。定年もそろそろ見えてきた今、ファイナンスを利用す
るには早い方がよいこともあり決断しました。

2

男性（49歳／会社員）

豊富なノウハウとサポートで
満足できる提案内容でした。

とても分かり易い内容のセミナーで好感を持てました。とくに、東京
で不動産投資をやることの重要性については同感です。担当営業マ
ンも私の質問に細部にわたって答えてくれましたし、信頼できるパー
トナーだと思えましたので購入を決めました。

3
安定した収入が見込める
様々なシミュレーションで納得。

女性も投資を考える時代なのだと、セミナーに参加してあらためて
思いました。様々なシミュレーションを見せてもらい、立地と条件を間
違わなければ、安定収入源になると考え始めています。妹にも勧め
ています。

4
同世代オーナーの話を聞いて
不安が軽減されました。

同世代のオーナーの取り組みを聞くことができて、マンション経営に
対する不安が解消されました。管理会社のサポートがあることで、会
社員である私にも無理なくできそうだと実感しています。将来的には
3件は所有したいです。

5
生命保険効果もあり
万一の場合も安心だと知りました。

ローンに団体信用生命保険という保険効果があり、もし万が一自分
が死亡しても保険金がおりてローンの残りを一括返済してくれ、家族
に資産が残ることを知りました。家賃収入で月々の負担も軽く済むと
いうことで、マンション経営をスタートしたのです。

マンションオーナー様の声

女性（44歳／病院勤務）

男性（32歳／会社員）

男性（35歳／会社員）

当社は、不動産セミナー参加者様や
ご紹介でのご購入者様が多数います。
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6

女性（31歳／会社員）

充実したアフターサービスの内容と
高い入居率で決めました。

中長期で運用してゆくマンション経営で、メンテナンスやサービスの
内容、そして入居率は重要と思っていました。
セミナーに参加し設備保証や入居者募集等アフターサービスが充実
していることと高い入居率で購入に至りました。

7

男性（26歳／会社員）

学生の頃から株式投資をやってきて
ある程度資産を築けました。

この先ほかの運用方法を探していたところに不動産投資を見つけて
セミナーに参加したのがきっかけです。ただ、ローンを使うとなると
私の年齢では無理だとあきらめていたのですが、よい条件で借りら
れると分かり前向きに購入を考えるようになりました。

8

男性（39歳／会社員）

子供が生まれたのをきっかけに
妻と考えるようになりました。

セミナーを何社か回りましたが、物件、金融機関の融資条件、賃貸管
理など総合的な判断でPIMさんにお任せしようと決めました。
何でも相談できる担当者がいることもオーナーとしては安心です。

26％ 25％

38％

14％18％

39％
29％

27％

10％

74％

※PIM調べ（平成29年）



マンション経営は
ワンルームタイプが
一般的なのは何故？

入居者の募集から契約、更新、家賃の集金、退去手
続き…。賃貸管理に係る業務は、当社が一括して代
行する「マンション管理代行システム」でしっかりと
サポートいたします。オーナー様は面倒な手間いらず
で、毎月入出金をご確認いただく程度の負担でマン
ション経営にお取り組みいただけます。
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※東京カンテイのデータより、港区・千代田区・渋谷区・目黒区・新宿区・文京区・中央区・
　品川区・世田谷区・豊島区・杉並区・中野区・台東区・大田区・江東区・墨田区のリセール
　バリューの平均値を算出したものです。

都心エリア16区のマンションで2004年～2006年か
ら2014年～2015年の間に築10年となった物件の価
格変化は10 9 . 4％と、新築分譲時よりリセールバ
リューが高くなっています。



2017年東京都調査では、東京の人口は1,364万
人。さらに東京都庁総務局の発表によると東京
都の世帯数は増加を続け、ワンルームマンション
の入居者になりうる単身世帯数は平成27年で309
万世帯に、平成47年には324万世帯になると予測
されています。一方、東京都内のワンルームマン
ション供給戸数は現在約20万戸しかなく、まだま
だ高い需要を維持していくことが予想されます。

20約324
※平成22年国勢調査、東京都世帯数の予測（東京都庁総務局統計部人口統計課：2014年3月報道発表資料）。

ワンルームマンション
供給戸数

需要に比べて供給が少ないワンルームマンション

高い需要を
維持！
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9.93％18.15％
12.59％

3.51％
3.70％

2.96％

49.16％

東京
ニューヨーク
ロサンゼルス

ソウル
ロンドン
パリ
大阪

500 1,000 1,500 2,000

築10年の東京23区のマンションのリセールバリュー（再販
売価格）は、新築時の99.5％。東京23区のマンションの価格
維持率は高水準を期待できそうです。

38.26％

4.26％

4.33％ 5.64％
6.66％

6.80％

8.16％

25.89％

※文部科学省「文部科学統計要覧
（平成27年版）」の大学在学者数の割
合を四捨五入しています。※上場企業数：2016年「上場企業サーチ」調べ

※フォーチュン・グローバル500
世界売上高ランキング企業
2016年度調査

※ブルッキングス研究所より

※東京カンテイ調べ。2002年8月～2003年7月に新築分譲され、かつ2012年8月～2013年7月に中古流通したマンションを比較。
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※オリンピック準備室HPより引用



渋谷駅街区に日本最大級の屋外展望台を備え
た新たなランドマークが誕生する予定です。

オフィス・店舗・公共施設が入る16 階建てのビ
ルの建設が予定されています。

新ルートの上野東京ラインが誕生。JR宇都宮・
高崎・常磐線が東京駅へ延伸しました。

＜2027年度完成予定＞ ＜2019年完成予定＞

＜2019年度完成予定＞

＜2019年完成予定＞

大手町二丁目常盤橋地区
第一種市街地再開発事業

■大手町一丁目2地区計画

■事業者：三菱地所株式会社
■面積：約31,400m²
■最寄り駅：東京メトロ大手町駅・三越前駅

■事業者：東京都
■面積：約36,576m²
■最寄り駅：ゆりかもめ有明駅

［事業者：三井物産株式会社・三井不動産株式会社／面積：20,900m²／最寄り駅：東京メトロ大手町駅］
A棟・B棟からなる高層ビルの建設に加え、大手町エリア最大規模となる緑地空間を含
む6,000m²の広場空間の整備が計画されている。 

＜2024年完成予定＞

■東京駅前八重洲一丁目東地区再開発事業
［事業者：東京建物株式会社／面積：11,900m²／最寄り駅：JR東京駅］
大規模バスターミナルの整備や回遊性の高い歩行者ネットワークの整備を予定。2024
年3月の完成をめざす。

＜2021年完成予定＞

■八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業
［事業者：三井不動産株式会社／面積：13,500m²／最寄り駅：JR東京駅］
東京駅前八重洲エリアにおいて、地上45階地下4階建てビルを建設する。ホテル、区立小
学校、大規模バスターミナルを設ける予定。

＜2020年完成予定＞

■(仮称)豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業
［事業者：三井不動産株式会社／面積：12,910m²／最寄り駅：東京メトロ・ゆりかもめ豊洲駅］
オフィス機能を中心としたミクストユースの大規模再開発。お洒落な飲食店やカフェな
ど、魅力的な店舗構成を目指した商業施設も計画進行中。

＜2024年完成予定＞

■晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業
［事業者：東京都／面積：180,000m²／最寄り駅：都営地下鉄勝どき駅］
東京2020大会時に選手用の宿泊施設として一時使用する住宅棟と道路等の都市基盤
とを一体的に整備し、大会後のレガシーとなるまちづくりを実現。

＜2027年完成予定＞

■勝どき東地区第一種市街地再開発事業
［事業者：勝どき東地区市街地再開発組合／面積：369,205m²／最寄り駅：都営地下鉄勝どき駅］
地上58階のA1棟、地上45階のA2棟、地上29階のB棟の3棟の高層マンションを建設す
る大規模なプロジェクト。

駅前に高層棟3棟を設置するほか、池袋駅東
口につながる東西デッキを整備する計画です。

外国人旅客の増加等を目標に、滑走路
を再整備し、発着枠をさらに増やす計
画です。

東京の新たなランドマークとなる高さ39 0mの超高層タ
ワーや約7,000m²の大規模広場等が計画されています。

※オリンピック準備室HPより引用

※三菱地所（株）ニュースリリースより引用
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＜2019年度完成予定＞

■虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業
［事業者：森ビル株式会社／面積：10,360m²／最寄り駅：東京メトロ虎ノ門駅］
地上36階・地下3階・塔屋3階の「虎ノ門ヒルズビジネスタワー」を建設予定。
虎ノ門ヒルズ森タワーの周囲に3棟の超高層ビルを建設する計画のひとつ。

＜2017年開業予定＞

■銀座六丁目10地区第一種市街地再開発事業
［事業者：鹿島建設株式会社／面積：9,080m²／最寄り駅：東京メトロ東銀座駅］
「Life At Its Best～最高に満たされた暮らし～」をコンセプトとする地下6階、地上13
階の「GINZA SIX」が誕生。銀座エリア最大級の大規模複合施設を目指す。

＜2019年完成予定＞

■四谷駅前地区第一種市街地再開発事業
［事業者：独立行政法人都市再生機構／面積：17,900m²／最寄り駅：JR四谷駅］
四谷のランドマークとなる地上31階建ての高層ビルを整備する、駅前大規模・多機能開
発。約5,000m²に及ぶ緑豊かな空間も計画されている。

＜2017年完成予定＞

■（仮称）松坂屋上野店南館建替計画
［事業者：三菱地所株式会社／面積：約5,700m²／最寄り駅：都営上野御徒町駅／東京メトロ上野広小路駅］
松坂屋上野店南館を建て替え、地上23階地下2階建の複合商業施設に生まれ変わる。
上野御徒町エリアの新たなランドマークとなる予定。

＜2019年完成予定＞

■神田練塀町地区第一種市街地再開発事業
［事業者：住友不動産株式会社／面積：約2,530m²／最寄り駅：JR秋葉原駅］
JR秋葉原駅前の北東 200mに、地上20階、地下2階、高さ約112mの超高層ビルが建設
される。2019年完成予定。

＜2019年完成予定＞

■大井一丁目南第一地区第一種市街地再開発事業
［事業者：大井一丁目南第一地区市街地再開発事業組合／面積：約6,253m²／最寄り駅：JR大井町駅］
住宅と商業施設等を兼ね備えた、複合施設となる。地域に不足するまとまった緑のオー
プンスペースを形成予定。

［事業者：森ビル株式会社／面積：82,000m²／最寄り駅：東京メトロ六本木駅］

＜2022年完成予定＞

＜2017年完成予定＞ ＜2024年完成予定＞

■赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業
［事業者：新日鉄興和不動産株式会社／面積：約16,088m²／最寄り駅：東京メトロ溜池山王駅］
地下3階、地上38階、塔屋1階、高さ約200mの超高層オフィスビル「赤坂インターシティ
AIR」を建設するプロジェクト。2017年8月完成予定。

［事業者：東日本旅客鉄道株式会社／面積：約7,600m²／最寄り駅：JR品川新駅（仮称）］
品川新駅（仮称）を中心としたエリアが再開発地となり、大規模な都市再生プロジェクト
が始まっている。2024年頃の街びらきを予定。

＜2020年度完成予定＞

東京ワールドゲート
■事業者：森トラスト株式会社
■面積：約16,210m²
■最寄り駅：東京メトロ神谷町駅
地上38階、地下3階の「虎ノ門トラストタワー」を中心とした、
「世界と東京、世界と日本をつなげるゲート」を目指す施設を
建設予定です。

＜2020年完成予定＞

品川新駅(仮称)

品川・大井町・天王洲エリア

品川開発プロジェクト

■事業者：東日本旅客鉄道株式会社
■面積：約2,400m²
■設置位置：JR品川車両基地跡地内
新しい街の中核となる新駅の設計が進行中。世界中から先
進的な企業と人材が集い、多様な交流から新たなビジネ
ス・文化が生まれるまちづくりの実現を目指しています。

※上記の情報は2017年2月現在のものです。

※東日本旅客鉄道（株）品川新駅概要より引用※森トラスト（株）HPより引用



蒲田
（総戸数29戸）

ＪＲ京浜東北線、東急池上線、

東急多摩川線

「蒲田」駅徒歩9分

大崎
（総戸数42戸）

JR山手線、

東京高速鉄道りんかい線、他

「大崎」駅徒歩7分

高井戸
（総戸数29戸）

京王井の頭線

「高井戸」駅徒歩6分

阿佐ヶ谷
（総戸数54戸）

東京メトロ丸ノ内線

「南阿佐ヶ谷」駅徒歩8分

中野坂上
（総戸数30戸）

東京メトロ丸ノ内線、都営大江戸線

「中野坂上」駅徒歩6分

田端弐番館
（総戸数40戸）

JR山手線、京浜東北線

「田端」駅徒歩5分

その他4 9物件の販売実績（販売中物件含む）がございます。※2 017年 4月現在。

株式会社PIM

2001年9月4日

3,750万円

東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル4階（本社）

宅地建物取引業東京都知事（4）第80124号

公益社団法人全日本不動産協会

公益社団法人不動産保証協会




