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１１..  視視察察のの目目的的  

（１） 視察の目的 

  当協会では、2 年に一回、海外不動産流通市場調査視察団派遣を行っており、本年度は米国の東部

（ワシントン DC）、湾岸（ニューオーリンズ）、南部（マイアミ）の三大都市を巡り、米国における中

古住宅流通の営業現場で行われている取引の実態と日米の中古住宅流通システムの違い等を学ぶこ

とで、日本の不動産流通業の発展と新たなビジネス展開の可能性を模索するものである。 

  具体的には、ワシントン DC、ニューオーリンズ及びマイアミにおける関係先で取材し、物件を視察

することにより直接米国の不動産流通事業を営業レベルにおいて肌で感じ、考え方、慣習の違い等に

ついて、より理解を深めることを目的とした。 

 

（２） 視察スケジュール 

  本視察調査は、P4 で示すように、まずはワシントン DC の全米不動産協会、National Association of 

REALTORS（以下、ＮＡＲという。）を訪問し、米国における不動産流通業界の現状とＮＡＲの役割に

ついてヒアリングを実施すると同時に意見交換を行っている。その後ワシントン、ニューオーリンズ、

マイアミにて現地ブローカーを訪問し、営業マンからマーケティング手法、特にＭＬＳの実用法及び

活用法について重点的にヒアリングを行った。 

  なお、ニューオーリンズにおいては市役所及び地方行政局である New Orleans Redevelopment 

Authority（以下、ＮＯＲＡという）を訪問し、2005 年のカトリーナ被害に関連した都市復興計画等

のヒアリングも実施した。 

 ［アメリカ合衆国地図］ 

マイアミ
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＜視察日程＞ 

  

訪問日 滞在地 視察内容

11月30日（日）
東京（成田）発

ワシントン（ダレス）着
ワシントン市内視察

12月1日（月）

12月2日（火）
ワシントン滞在

物件視察
ＮＡＲ訪問
地元ブローカー訪問
オフィスビル視察

12月2日（火）
ワシントン発

ニューオーリンズ着
ワシントン物件視察

12月3日（水）

12月4日（木）
ニューオーリンズ滞在

市役所訪問
ＮＯＲＡ訪問
地元ブローカー訪問

12月4日（木） ニューオーリンズ滞在
ニューオーリンズ
物件視察

12月5日（金）
ニューオーリンズ発

マイアミ着
物件視察等

12月6日（土） マイアミ滞在 マイアミ市内視察

12月7日（日） マイアミ滞在 マイアミ市内視察

12月8日（月）
マイアミ発
シカゴ経由

―

12月9日（火） 東京（成田）着 ―

～
～
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
日本 0.29% 1.69% 2.36% 1.30% 1.69% 2.19% ‐1.04%‐5.53% 4.65% ‐0.45% 1.48% 1.54% 0.35% 0.84%

アメリカ 1.79% 2.81% 3.79% 3.35% 2.67% 1.78% ‐0.29%‐2.78% 2.53% 1.60% 2.32% 2.22% 2.17% 3.07%

‐8.00%

‐6.00%

‐4.00%

‐2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

実質GDP成長率

２２..  米米国国のの不不動動産産市市場場、、不不動動産産業業界界のの現現状状  

（１） 米国の不動産市場の状況 

 米国不動産流通市場調査視察に当たり、米国の不動産市場等の状況について要点整理を行う。 

 下図は、米国及び日本における実質ＧＤＰ成長率を示したものである。2015 年には日本に比べてよ

り高い伸びを期待できるとの予測も出ている。 

出典：OECD economic outlook Annual Projection 2014 年 11 月公表 

  

 下図は、米国における住宅流通数と住宅価格の推移を示したものである。 

 2005 年頃から新築・既存住宅とも流通量と販売価格が下降を見せ始めたが、リーマンショック後の

2009 年に底値を打った後は、再び上昇の傾向を見せている。 

 

出典：ＮＡＲホームページ 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
新築住宅販売戸数 88 91 97 109 120 128 105 78 49 38 32

既存住宅販売戸数 517 534 563 618 678 708 648 565 491 516 491

新築住宅価格 16.9 17.5 17.5 19.5 22.1 24.1 24.7 24.8 23.2 21.7 22.2

既存住宅価格 14.4 15.3 15.3 17.9 19.5 22 22.2 21.9 19.8 17.3 17.3

88 91 97 109 120 128 105 78 49 38 32
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[参考資料] 

○ＮＡＲによる 2015 年住宅市場観測 

下図は、ＮＡＲからのウェブサイト上で公開している 2015 年の住宅マーケット予測である。 

新築・既存住宅ともに流通量だけでなく、平均住宅価格の上昇も観測されている。 

 

 
 

 

 

 

 

出典：http://www.realtor.org/infographics/infographic-housing-expectations-for-2015 

 

○ＦＲＫ既存住宅流通量 

尚、ＦＲＫでは、既存住宅流通量について独自推計を行っており、2013 年速報値では 547 千戸

となっている。 

 
注 １）2012 年の新たな推計方法による FRK 既存住宅流通推計量及び 2013 年は速報値 
注 ２）既存住宅流通比率＝FRK 既存住宅流通推計量／（新築着工総数＋FRK 既存住宅流通量） 
注 ３）FRK 既存住宅流通量とは、「民事・訟務・人権統計年報」（法務省）における建物売買による所

有権移転個数をもとに推計した個人・法人により取得され、所有権移転が行なわれた回数 
注 ４）建物売買による所有権移転登記個数は住宅・非住宅別の統計がとられていないため、以下のよう

に各年の建築物ストックに占める住宅比率を推計し、その住宅比率をもとに売買による住宅の所
有権移転登記個数を推計している 
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全米リアルター協会（NAR）の既存住宅流通量推計

NAR会員による既存住宅の取引量
（売買成約時点、MLS上のカウント）

US HouseStatsにて集計

売り手エージェントによるクロージング処理
※MLSからUS House Statsに自動吸い上げ

全米リアルター協会（NAR）

月次データ

集計データを4地域に区分
（北東、南部、中西部、西部）
NARエコノミストによる集計データの精査
サンプルより下記を除く
・地方組織の管轄区分の変更
・MLSの変更
・回答欠如
・誤データ

サンプルデータ

各地の売買動向反映のための重み付け
季節調整

既存住宅流通量推計値

日本の住宅土地統計調査（総務省）

全国の世帯

調査対象世帯

調査時点で「購入した既存住宅を主たる
住宅として居住継続している」戸数

地域区分・全国

既存住宅流通量推計値

月次：160のデータを使用
四半期：700のデータを使用

売買が成立した件数をもとに推計
取得者は法人・個人問わない
売買成立後の住宅の利用形態を問わない

五年毎

層化２段抽出法によるサンプル世帯抽出

調査区の人口規模により抽出率を設定

世帯へのアンケート

総務省統計局

拡大推計（抽出率等を考慮）

調査対象最終年次は9月分までのもの

アンケートの回答をもとに推計
取得者は個人に限定
売買成立後に、アンケート回答者により居住継続されてい

るものに限定

調査・推計の対象

抽出

推計の対象データ

○日米における既存住宅流通量推計の違い 
また、米国においてはＮＡＲが、日本においては住宅・土地統計調査として総務省が既存住宅

流通量を推計している。違いは下図の通りである。ＮＡＲでは戸建て・集合住宅が調査の対象で

あり、個人・法人間の取引を問わず取引件数をカウントしている。また、案件クロージング後の

ものを流通量にカウントしているのに対し、日本の住宅・土地統計調査は住替えに伴う個人購入

の住宅のみが対象となっておりサンプル抽出によるアンケート調査により推計している。また、

調査時点で主たる住宅として使用されている住宅のみを対象としている。 

  出典（上・下）：ＮＡＲＨＰ、既存住宅流通促進に関する研究会 研究報告書（本編）平成 19 年 1 月 

全米リアルター協会（NAR)

デ
｜
タ
取
得
方
法

毎月収集
各地のMLSがデータを提供
売り手のエージェント（不動産会社・仲介業者）がMLSにて
クロージング処理をしたものをUS HouseStatsが吸い上げて
集計しＮＡＲへ送付

※US House Statsとは：2007年にNARにて設立されたシステム会社。
主にMLSの集計をシステム化。2007年にベンチマークを変更した際
に、併せて集計の精度を高めるため（ダブルカウント等を除く）に開発

対
象
住
宅

専用住宅
一戸建て住宅（single-family home)
detached home、attached home等
集合住宅（multi-family home)
Condominium、Corp等

対
象
取
引

個人⇒個人取引
法人⇒個人取引
個人⇒法人取引
法人⇒法人取引

住宅土地統計調査

デ
｜
タ
取
得
方
法

5年毎に収集
アンケート調査

対
象
住
宅

専用住宅
一戸建て住宅
（長屋建て住宅含む）
共同住宅

※ただし調査時点において購入した住宅を主たる住宅とし
て居住継続している場合に限定。よって、以下のものは捕
捉されない。

①調査時点までに建て替えが行われた場合
②別荘等の二次的利用や、資産運用等を目的に購入した
場合

③購入後、調査時点までに買替えされた場合
④調査時点において、一時的に「賃貸」されている場合
⑤調査時において、他用途利用されている場合

対
象
取
引

個人⇒個人取引
法人⇒個人取引



 

 8

○ＮＡＲによる中古住宅（ＥＨＳ）の流通量推計方法 

 

 

  参考：ＮＡＲホームページ 
 

  

売り手エージェント
US HouseStats登録済

（注） 各地域ごとでMLSのル
ールは異なるものの、大体案
件が終了した場合は30時間
～72時間以内で案件のクロ
ージング処理（売買価格入
力等）をMLSにしなければい
けない案件終了処理後

自動で吸上げ

売り手エージェント
US HouseStats未登録

直接サーベイフォームでNARに報告

推奨

自動

US HouseStatsとMLSはシステム上リンクして
いる
案件終了時、しかるべき処理をエージェントが
していれば、自動でデータはUS HouseStats
に吸い上げられる
集計したデータはNARへ

集計データを4地域に区分する
（北東、南部、中西部、西部）
NARエコノミストによる集計データの精査
サンプルより下記を除く

●地方組織の管轄区分の変更
●MLSの変更
●回答欠如
●誤データ

サンプルの抽出及び推計方法

ＭＬＳ

季節調整前流通量/月
(non-seasonally adjusted volume)

纏められた推計量元データは、各地の売買動向を正確に反映させ
るために加重調整
※加重値は、10年毎にベンチマークを実施し変更される。ベンチ
マークには各地毎の需要推移を反映させている

季節調整後年間比勘案推計量
(seasonally-adjusted annualized rate)

12カ月連続で当該季節調整前流通量（月間）のペースを保った場
合の推計量（戸数）
月次及び四半期毎で2種類を発表
季節調整には国勢調査局のX-11 Variantを使用

季節調整

纏められた推計量の元データ
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（２） 米国における不動産取引の概要 

米国の不動産業界や不動産市場の状況等について、まず米国の不動産取引の特徴を整理する。 

１) 不動産取引の主要なプレイヤー 

   （※詳細は事前調査資料参照：P109 以降） 
米国の不動産取引における主要なプレイヤーとしては、主に不動産エージェント（売り手及び

買い手）、弁護士、モーゲージブローカー、アプレイザー、ホームインスペクター、エスクロー

及びタイトルカンパニーが挙げられるが、その概略は、下記の通りである。 
①不動産エージェント 

 交渉・不動産取引の効率化を目的に売り手及び買い手それぞれにつく 

 主に Multiple Listing Service(以下、ＭＬＳという。)というプロのエージェント

専用の物件リストシステムを元に 適な提案を行う 

②弁護士 
 統一された共通の契約書フォームをベースに、リーガルチェックを行う 

③モーゲージブローカー 
 適なローンの提案を行う 

④アプレイザー（鑑定士） 
 客観的な鑑定基準・標準化様式に基づく適正な価格査定（ローンの物件担保評価）

を行う 

⑤ホームインスペクター 
 客観的基準に基づき建物の調査診断・報告書を作成する 

⑥エスクロー 
 必要書類の確保、権利関係・各種条件の確認及び精算手続きの実行を行う 

⑦タイトルカンパニー 
 物件の権原調査・用途地域の確認、タイトルインシュアランス（権原保証）や発行

物件履歴情報の蓄積と管理をする 
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２) 日米における不動産取引の違いの概要 

下図は、米国における不動産取引の基本的な流れについて整理したものである。 

日本では、重要事項説明・売買契約が終了したら概ね工程は終了となるが、米国では売買契約

の後にエスクローがオープンし、その後各種専門家により物件の情報が一気に生成され、取引の

交渉が行われることになる。 
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３３..  ＮＮＡＡＲＲ訪訪問問  

（１） ＮＡＲの概要 

  日本では「全米リアルター協会」と訳

され、不動産業界のみならず全米におい

て、多大な政治的影響力を有する団体で

あるといわれている。1908 年にシカゴ

で設立後、現在は、約 104 万人の会員が

所属し、グアム、プエルトリコ、バージ

ンアイランドを含む 54 の州協会、1,400

の行政区協会がある。本部業務を掌握す

る拠点をシカゴ、国家政策に深くかかわ

る政治拠点をワシントン DC に構える。

ワシントン DC には REALTOR Action Center と呼ばれる主に地域、政治、行政に対してリアルター

が政治的な働きかけをするための機能が置かれており、リアルター寄りの政治家を支援する政治

団体である The REALTOR Party を置いている。また、ワシントン州に本部を置く RPAC（REALTORS 

Political Action Committee）と呼ばれる政治団体の年に一度のミーティングもワシントン DC

で行われ、全米でロビイストとして活動するリアルターが集まる場を提供している。 

 ＮＡＲのミッションは、主に二つである。一つ目は、戦略的に不動産業における秩序を守り、

かつ、業界の改善・発展に努めること、二つ目は、会員に対し効率的・効果的・倫理的な業務が

行われるための専門的な知識の習得、訓練を奨励することで、発展を支援することである。 

活動内容及び概要についは以下の通り。 

１）リアルター制度 
  エージェントとブローカーのうち、ＮＡＲの会員である者のみが「リアルター」と名乗る

ことができる。リアルターは、加入時に、ＮＡＲの倫理規定（Code of Ethics）の遵守に対

する誓約を求められ、違反した場合には、ＭＬＳが利用できなくなる等、厳罰が科される。 

  倫理規定（Code of Ethics）は、主に下記４要素で構成される。倫理規定に違反した行為

を行うと、除名処分となることもある。時代に応じて改定を行うことで（100 年間で 36 回）、

消費者保護による市場活性化に努めている。 

＜４要素＞ 
・動機（消費者への誠実義務、会員間の互助関係等） 

・しかるべき方法論（業務を行う上での鍛錬の必要性等） 

・しかるべき構造（消費者、公共、業界）への目配り、専任媒介の原則化、ＭＬＳへの登

録等） 

・継続性（リアルターが網領違反した場合の地区協会への提訴等、履行するためのシステ

ム作り） 

２）対外活動 
  ＮＡＲでは不動産市場の発展等のため、以下の対外活動を行っている。 

・政治活動。不動産に関わるあらゆる政策提言（住宅政策、税制、法律等）、政治活動等を

訪問先：全米リアルター協会（NAR）

所在地：500 New Jersey Ave. NW

電話： 203-393-6736

■ＮＡＲ本部
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機関名 内容

CCIM Institute
（商業用不動産投資協会）

Certified Commercial Investment Member（公認不動産投資メンバー）の資格を付与
CCIMは、オフィスビル等の商業用不動産投資の専門家としての資格であり、鑑定資格
であるMAI（Member of Appraisal Institute・不動産鑑定協会会員）やCRE（Counselors
of Real Estate・公認不動産カウンセラー）と共に、国内で も高く評価されているもの
の1つ

Counselors of Real Estate
（不動産カウンセラー協会）

不動産アドバイザーに対して、情報や能力向上の機会の提供や、ネットワークの構築の

支援を行う
現会員からの推薦状と実務経験の証明書等により、要件を満たすと認められたものの
み、CREの称号を付与される

REALTORS Land Institute
（土地仲介業研究所）

農場や牧場、投資用の土地、更地等、土地取引に関する専門家の団体
RLIランド大学の教育によりネットワーク構築の支援を行ったり、リアルター協会を通じて
土地関連の問題を提起したりしている

Society of Industrial and 
Office REALTORS
（商工業不動産協会）

実務経験や教育、倫理規定を満たしている商工業不動産取引の専門家に対して、
SIOR（Specialist, Industrial and Office Real Estate・商工業不動産スペシャリスト）を
付与

Women’s Council of 
REALTORS
（女性業者評議会）

女性を対象に、企業家や業界のリーダーとしてのポテンシャルを発揮するために、その
地位を向上させることを目的として設立
現在約1万8千人の加入者がいる

積極的に行っている。 

・不動産市場における経済分析の公表。全米にあるＭＬＳ組織からその販売実績やマーケテ

ィングに関わる統計情報等を収集、分析を行い、外部に対して公表する。 公表された情

報は、一般メディアを通じて、経済評論家や研究者、政府・企業の経済分析の予測材料と

して活用される。 

・国際部（Global Alliances）による海外との提携。全世界 60 カ国の 80 以上の協会・団体

と協定や覚書を締結し、相互の国の利益につながる連携を目的に、国際交流や調査研究、

教育研修を通したネットワーク構築を行っている。 

 

[参考資料] 

○ＮＡＲの沿革 

1908 年 「National Association of Real Estate Exchanges」としてシカゴで発足 

1913 年 消費者保護のために「Code of Ethics」（業務倫理の原理）を制定 

1916 年 「National Association of Real Estate Boards(NAREB)」に名称変更。同年、その

倫理規定を遵守する会員を「リアルター」とすることが、当時のミネアポリスの協会

長により決定される 

1972 年 現在の名称である「National Association of RELATORS(ＮＡＲ)」に変更 

※1970 年代初頭には会員が 40 万人を超え、アメリカ 大の業界団体となる 

 

○ＮＡＲの参加機関 
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（２） ＮＡＲヒアリング要旨 

  平成 26 年 12 月 1 日に米国の不動産業界団体ＮＡＲへ訪問し、主にＮＡＲ及びワシントン支局

の役割、全米の不動産マーケット動向、全米不動産流通量の推移等についてヒアリングを行って

いる。 

 
【竹井理事長挨拶の要旨】 

 本日はジャネット副会長をはじめ、皆様にお越しいただきありがとうございます。今回私どもは日本

における中古住宅流通の大手の会社を中心としたメンバーになっております。アメリカの中古住宅流通

の営業現場で行われている取引の実態をもう一度把握することで日本の不動産流通業の新しいビジネ

ス展開を生み出すために、今回のこのような機会を設けさせていただきました。 

今日本の経済はデフレを克服するために大胆な金融緩和と財政出動に取り組んでいるところです。実

質経済成長率は昨年において 1.46％、今年は 1.52％とデフレ脱却目前まできているところです。不動

産の市場も日本経済回復とともに順調な回復過程をたどっています。しかし、今年の４月に消費税の税

率が５％から８％に引き上げられたことの影響があり、昨年度より少し落ち込んでいる状況です。しか

しながら日本の住宅取得ニーズは依然として強いものがあり、日本経済は穏やかではありますが、よい

方向に進んでいると確信しております。また、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決ま

っており、それに伴って東京においては都心開発が活発化しております。需要サイドにおいても国内の

富裕層あるいは外国投資家によるタワーマンションの購入などが大変顕在化しており、市況がよくなっ

ていると期待しているところです。 

 ＮＡＲの方々には現在の日本における不動産仲介システムをつくるに当たりまして、長年にわたり多

くの事柄を学ばせていただきました。日本独自の不動産流通業者間の物件交換システム、アメリカのＭ

ＬＳに相当するものや、不動産仲介管理の仕組み、不動産契約の仕組みなどで多くのことを築きあげる

ことができたと考えております。ＮＡＲの皆様には改めて感謝申し上げます。また、ＮＡＲとＦＲＫは

1997 年に提携をさせていただき、今年で 17 周年になります。米国視察のスタートということで本日は

■竹井理事長挨拶
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まずＮＡＲのほうに伺わせていただきました。 

 日本の中古住宅流通市場についてご紹介します。現在ＦＲＫは全国的に事業を行っている大手中堅の

不動産流通会社を中心に約 300 社で構成される日本を代表する不動産流通業者の団体です。新築住宅を

含めた全住宅の年間流通量が約 150 万件あります。日本の中古住宅流通量は、そのうちの 30％強となり

ます。 

 長年にわたるＮＡＲとの友好関係に改めて感謝申し上げるとともに、今後引き続き私どもＦＲＫと変

わらぬ交流をお願いして、私の挨拶とさせていただきます。 

 

【ＮＡＲ・Janet Branton 副会長挨拶の要旨】 

 ＦＲＫとの 17 年にわたる友好関係を享受させていただきましたこと御礼申し上げます。今こそぜひ

この関係を１つ上のレベルに持ち上げることができるようにしていく時期ではないかと思います。今後

とも一緒に事業を行うことができればと考えています。 

 関連して２つの提案があります。一つ目は、日本もＭＬＳのようなサイトをお持ちであると話されま

したが、ＮＡＲはグローバルのリスティングを集めており、realtor. com international というサイト

を３年前に立ち上げました。ぜひ日本の不動産流通業者の方々にも、ＮＡＲ国際版の realtor. com に

ご参加いただき、皆様がお持ちのリスティングを追加していただければ幸いです。皆様のリスティング

を掲載することで、グローバルに様々な顧客への広告効果もありますのでぜひご検討ください。 

 二つ目にビジネス拡大のチャンスとして、リファーラルのグローバル化を考えています。例えばＮＡ

ＲのメンバーがＦＲＫメンバーと一緒に、つまり日本の市場をよく知っている人たちと一緒になってリ

ファーラルを行うことにより、グローバルに拡大してビジネスができると期待できます。こういった紹

介サービスをグローバルで実施出来れば幸いです。また、私個人的なお話ですが、日本は私の第２の故

郷だと心の中で考えています。私がまだ子どものころ（東京オリンピックのとき、60 年代になります）

３年ほど日本に住んだ経験があります。日本は親しい存在だということを申し上げたかったわけです。 

 
  

■ＮＡＲ役員。左からWatabe氏、Janet副会長、Joseph氏、Jed氏



 

 15

【ＮＡＲ・Joseph Ventrone 氏によるワシントン DC オフィスの機能説明要旨】 

ＮＡＲは設立されてから 105 年が経っています。ワシントンにオフィスを構えるようになったのは

1940 年代後半です。今いるこの社屋は、2003 年から 2004 年頃に建てられ、もといた本拠地から移って

きました。この場所はアメリカ合衆国議会に近いという意味で理想的な位置にあると思います。 

 ワシントン支部の機能は、連邦政府に対する渉外活動です。また、州政府さらに地方公共団体、市町

村の政府との間の渉外活動、私の同僚が行っている研究リサーチ活動、そして広報活動です。この４つ

が主な活動といえましょう。 

 ワシントンに事務所を構える理由は、連邦政府に対して、ＮＡＲの会員企業の利害を促進し守るため

です。ここワシントン DC には立法府や多くの政府の各官庁があります。規制当局に対して我々の利益

の促進及び保護を行っていこうという主旨で事務所を構えております。この政府渉外担当部の活動を

我々は３脚の椅子に例えて考えております。「立法府」、「規制当局」、そして「政府」。この３脚へ

のロビー活動を中心に我々は活動しています。 

 ＮＡＲの政府渉外部にはスタッフが 44 人います。ロビー活動は、政府に対する政治的なアドボカシ

活動をしております。つい 近米国では中間選挙がありました。そしてＲＰＡＣ（REALTORS Political 

Action Committee）つまり、政治活動委員会をつくり、これを通して政治家候補に寄付ができるように

なります。米国の上院議員及び下院議員の各候補に対し、500 万ドルの資金提供をしております。この

「候補者に 500 万ドル」の寄付は、米国では完全に合法的なやり方であり賄賂とは違います。 

 ワシントン DC の街でＮＡＲは対政府的にかなり強いブランド力をもっていると考えられています。

政治的活動をするにあたり、我々は連合体のようなものを組み、同士と一緒に手を結んで活動すること

もあります。例えば全米住宅協会とかアメリカ銀行協会、住宅ローンの貸し出しをしているような住宅

ローン協会、住宅建築協会など様々な業界団体があり、それら団体と一緒に手を結んで活動をしていま

す。 

 当協会のメンバーは 100 万社です。協会の中で不動産サービスプログラム、リアルエステート・サー

ビス・プログラムを作っています。その 100 万社のメンバーの中で 25 の 大手（ＦＲＫと似ているか

もしれません）である大手ブローカー、不動産仲介会社等がそのメンバーになっています。この 25 社

が中心となって不動産のタイトル（権原）、保証等その他の法的な問題に対してサービスを提供するよ

うな委員会も運営しています。 

 前回の中間選挙を受けて、現政権は、米国内では「レイムダック」、いわゆる麻痺したアヒルと呼ば

れまさに「死に体」という状態であり、議会も同様です。新たにメンバーが変わった議会が 12 月１日

から 12 月 11 日まで審議をする予定です。この立法の議題で、ＮＡＲは２つの大きな話題に力を入れて

います。一つ目は債務免除、デッドフォーギブネスと呼ばれるショートセールについてです。これは税

制対策の一環で、オーナーが自分の住宅価値全額を払わなくても売れるというような仕組みになってい

るものでこの条項の立法期限が切れます。我々は再承認してもらうための運動をしております。そのた

めにＮＡＲの会員から集めた資金を使い政治的な広告を新聞広告や色々な会報等に載せています。我々

が会員の資金を使ってどういう政治活動をしているかを理解してもらうためです。２つ目は、我々は個

人住宅の不動産を扱っているだけではなく、コマーシャルの不動産市場も活動範疇になりますが、特に

コマーシャルイシューとしてＮＡＲが非常に重要だと思っているのがテロリズム保険です。9.11 以後で

きたこの保険ですが、今度立法期限が切れる予定です。これに対して政治的な論議が白熱しています。

共和党は非常に保守的な党ですが、ここが今のテロリズム保険のあり方を劇的に変えて、政府の役割を
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ずっと少なくしていくべきだということで変更案を出しています。現状別の党はこれに反対しており論

議が起こっています。それを解決してもらうため我々は活動しております。もう１つのコマーシャルイ

シューとして、ドローンと呼ばれる無人飛行機があります。アメリカでは商業的にドローンを使うのは

不法であり、それに対してＦＡＡ（連邦航空管理局）に何とか措置をとるようにと働きかけているとこ

ろです。 

 
【ＮＡＲ・Jed Smith 氏による米国住宅事情の説明要旨】 

 米国の住宅事情についてお話します。皆様にお配りしている資料は、ＮＡＲのリサーチ部門が作りウ

ェブサイトに載せています。この情報はウェブ上で自由にご覧いただけます。それ以外にも役立つ情報

が載っていますのでぜひウェブサイトを訪れて下さい。 

 リーマンショックの結果、経済が大きく低迷したと同時に失業率は跳ね上がりました。また、米国不

動産住宅市場においても数々の大きなマイナス影響がありました。例えば差し押さえ住宅件数も増え、

住宅価格も低下してしまい、流通量も下がってしまいました。同時に、全米の住宅市場に対し不透明性、

不安が非常に広がり、大恐慌・グレートリセッションが５年前に起こりました。その後の回復基調は緩

慢なスピードで進んでいます。しかしながら 近この住宅市場及び米国経済は拡張基調になってきてい

ます。実質 GDP を見ると、今年の成長率は 2.2％となっており、来年は 3.0％になると予想されていま

す。それを上回るかもしれないという予測もあるくらいです。また、失業率はぐっと下がってきており、

今年は 6.2％まで下がりました。そして今年以降毎年失業率は引き続き下がっていくであろうと予測が

出されています。住宅価格は上昇しています。今後も続けて価格上昇が見込まれています。また、中古

住宅の販売量も増加しており、これからも増加するでしょう。まとめると、米国の経済は緩やかな成長

があったということです。来年追加的な成長が起こるであろうと予測しております。これは住宅の販売

がさらに追加され、増えていった結果、価格も引き続き上昇基調にあると考えられるためです。 

 全体の文脈にこれら数字を当てはめると、年率の住宅販売数は平均で 500 万件となっています。10 年

前と比べても遜色ない数字まで上がってきています。それに加えて全米の所帯数が 1,000 万所帯増えて

■ＮＡＲ本部 全体会議
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います。従って今後もっと販売が増えていくだろうと予測できるような数字になっています。なぜ私た

ちがこれだけ極めて楽観的な見解を米国不動産市場に対して持つに至ったかというと、答えは「金利」

です。住宅ローンの利子はまだかなり低いレベルに留まっております。また、与信の性向を見ても、非

常に借りやすくなっている状況があります。この状況は来年更に良くなると思われます。加えて雇用が

増加傾向にある、更に所帯数が 1,000 万も増えている、こういった事象を全部勘案すれば我々の予測違

いが起こるにしても、その違いは少し低すぎたという形、すなわち上方修正をしなければならない結果

となる、これは予測がはずれた場合のシナリオであると考えます。 

 しかしそういった楽観的な絵の中で１つ不安要因があります。いわゆるアメリカのミレニアル世代と

呼ばれている 20歳から 34歳くらいの人々の間で住宅を購入しない傾向が世代全体にわたって見えます。

理由は、非常に雇用市場がよくない状況が続いたということ、また、大学を卒業している人たちが多い

一方で、彼らは相当額の借金、つまり授業料を払うための奨学金ローンを返さなければならない状況が

あるためです。しかしこれから先除々にローンも返済できるようになり、逆に借りやすくもなる、結果

彼らが購入する住宅の件数が増加傾向になると考えられます。 

 また、重要な指標として我々が月次で出しているものが２つあります。１つは既存住宅、中古住宅の

販売データです。毎月公表しておりオンラインでも見られるようになっています。それを見ると販売量

が増えていることが分かります。２つ目は、不動産業者のコンフィデンス・インデックス、いかに彼ら

の心理が冷え込んでいなくて強気なっているかということを示すインデックスです。これが非常によく

なってきています。プロのリアルター（不動産仲介業者）の彼らが今後展望としてどう見ているかを示

す指数です。例えば払えなくなって売らなければいけないディストレス・セールというものがあります

が、これが 15％だったものが 近は９％に下がっている、好調の兆しが見えるわけではないかというこ

とで、2015 年、2016 年と今後も景気は良くなると考えているわけです。 
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［質疑応答・意見交換］ 

（Ｑ）ロビー活動でいろいろな他団体と組んでやっていることについて。同じような活動をする項目、

要望する項目をそろえてパッケージとして要望するのか。あるいは協調できるところだけを一緒

にやるのか？ 
（Ａ） 

 基本的に、活動形態には２種類ある 

 １つは我々がモーゲッジ・バンカーズ・アソシエーション（ホームローンを出す金融機関のア

ソシエーション）、ハウジング・ビルダーズ・アソシエーション（住宅建設協会）とＮＡＲの

ことをトゥルー・ビリーバー（真の信奉者）と呼ぶ。この３つの業界団体が一緒になって立法

に対する様々な活動をしている 

 例えば住宅ローンの利子を下げる際、住宅購入でローン支払い時、税の控除措置を有利にする

等、内容については３者共同で活動をする 

 二つ目の活動形態は、ドットフランク法に関連している。この法律の下、住宅購入者は購入価

格の 20％を頭金（ダウンペイメント）として先払いしなければいけないという規則がある。こ

れを変えていく方向で、市民団体、消費者団体等他の 50 くらいのグループが共同して一緒に

活動している 

 この活動は 50 くらいのグループと筋金入りの３者（トゥルー・ビリーバー）と共闘活動をし

ている 

 

（Ｑ）日本には民間のポータルサイトがいくつかあり、アメリカでも多くの民間ポータルサイトがある

と聞いている。リアルター会員の方はそういったポータルサイトをどのように利用しているのか。

また、ＮＡＲとの関係はどういったものなのか？ 
（Ａ） 

 アメリカには全米で約 700～900 のＭＬＳという組織がある 

 ＮＡＲはＮＡＲのメンバーとメンバー以外のすべてのＭＬＳと協約を結び、全州 50 州から毎

月の既存住宅の新しいリスティング、それから売買結果が一括してワシントン DC に集積され

るようにしている 

 ＭＬＳはまたリアルター協会とは別に各地方でメンバーのグループになっていて、基本的には

そのグループの 100％が、既存住宅あるいは新築も入れて 48 時間のうちに全部記録される 

 ポータルサイトは確かにあるが、一般にＭＬＳと提携している不動産会社はすべてＭＬＳから

自動ダウンロードされ、ＭＬＳに掲載された日には自動的に各会社がその情報を受け取るよう

になっている 

 顧客のニーズによって各会社がウェブサイトの技術者とデザイン等を作り一般公開している。

例えばローカルに 50社あるとしたらローカル 50社の情報の主体はすべてＭＬＳから来ている。

ただ違うのはデザイン。少しでも顧客が長くそのサイト留まり、そのエージェントに電話をく

れるような、そういった工夫をしたものがポータルサイトとして使われている 

 アメリカで、Zillow のような不動産売買をしない、完全なポータルサイト会社もある。これは

日本と同じでやはり不動産会社が広告したい人たちに対して、個人広告の収益でポータルサイ

トを運営している 
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（Ｑ） ほぼ使ってないということか？ 
（Ａ） 

 Zillow の顧客は不動産会社なので、一般の消費者に Zillow を使ってくださいという色々な魅

力ある宣伝をする。一般の消費者はこれが不動産業者のサイトかどうかはわからない。従って

それを消費者が使っているうちは彼らなりの収益を上げている 

 ほかに日本のように５つも６つも大きなポータルサイトがあるということはない。一番主体に

なっているのは Zillow と Trulia という２つ。これらが来年の４月から実質的に合併する 

 

（Ｑ）住宅需要が増加し、世帯数が増えるという点について、日本の場合はやや世帯数が減る、人口が

減るような状況であるが、世帯数が増えるというときは新築需要が市場に多くなるということだ

と思われる。それと中古住宅の流通とはどう関係するのか？ 

（Ａ） 
 所帯が増えた分、たいていはアパート住まいを何年かする。そこで家を買うということになる。

そのときに買う家は新築だったり中古だったりとどちらでも起こりうる。どっちらか一方とい

うわけではない 

 平均して新築は全体の取引の 20～25％。残りの 70～75％が既存住宅 

 

（Ｑ） 既存住宅の空き家が多いということか？ 
（Ａ） 

 既存住宅の空き家はほとんどない。20 年でも 30 年ものでもすべて既存住宅は回転が早く次々

に流通している。これはやはり税金控除が家を買うということに対して非常に有効的になって

いるためであると考えられる。既存住宅を買うこと、それから売ることに対してかなりの税金

対策がつくられている。だから回転が早い 

 中古住宅を買うことに対して文化的な特定の概念は特になく、嫌がるという傾向も全くない。

実際私も 1930 年代に建てられた家を５年くらい前に買った。これは天井が高くドアはフレン

チドアで、いろいろな彫刻がありとても優雅にできている家だ。そういった家はだいたい中古

が多い 

 アメリカでは家を持つと毎月の銀行ローンの元金以外 初は 90％以上が利子になる。これがま

ず税金控除になる。例えば物件を売るにしても家をリフォームして売る場合はリフォームの金

額もすべて税控除になる。間接的にいろいろな助けになっている 

  
■手土産（日本式風呂敷包み）■視察団から御礼

（七宝焼き、日本酒、梅酒、フリクションペン）
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■ＮＡＲ本部 屋上で国会議事堂をバックに集合写真

■尖塔（ワシントンD.C.）■修復中の国会議事堂

■国会議事堂前集合写真
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■ホワイトハウス前集合写真

■リンカーン像 ■ホワイトハウス

■リンカーン記念堂前集合写真
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４４..  LLoonngg  &&  FFoosstteerr 訪訪問問  

（１） Long & Foster の概要 

  Long & Foster はワシントン DC に本社

を置く不動産会社である。1968 年に

Henry Long により設立された。売上は

2013 年度実績（連結）で約 5兆円。当初

はWes Fosterが不動産の個人住宅分野を

カバーし、Henry Long が商業分野をカバ

ーする形で事業がスタート。1979 年 7 月

に、Wes Foster が Henry Long の所有権

を買取ることで、Wes Foster が同社の単

独オーナーとなる。現在全米の未上場不

動産会社の中では、 も大きい規模を誇

る会社である。また、1979 年 Long から

所有権を買い取った時点では、オフィスの数は 32 程度であったが、現在は 190 の事務所を抱える

までに成長した。カバーエリアとしては、ノースカロライナ州のローリーから、ニュージャージ

ーのプリンストン、ウエストバージニアのチャールストン、そして大西洋の沿岸地域にまで及ぶ。 

  事業は６分野展開しており、不動産仲介業、ホームローンビジネス、保険業務、住宅取引の完

了・譲渡に関するクロージング及びセトルメントサービス、また、リゾート管理等も含んだ不動

産管理サービスを行っている。同社の営業マンは例年 Real Trends にて公表されているランキン

グ Ten Thousand の Individual by sales volumes 等における Top Sales Professionals の常連で

あり、Wall Street Journal でもしばしば記事にされている。 

  上記のランキングで Team 部門（件数、ボリューム双方）においても上位を例年キープし

ている。当該ランキングは、Real Trends が Wall Street Journal の協賛を受けて、全米の大手

ブローカー組織、リアルター協会、ＭＬＳ等からデータを入手して作成している。 

  

訪問先：Long & Foster

所在地：14501 George Carter Way, Chantilly, VA

電話： 866-677-6937

■Long & Foster本社
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（２） Long & Foster ヒアリング要旨 

 平成 26 年 12 月 1 日に Long & Foster 社を訪問し、優秀な営業マンとの意見交換等を行っている。 

 
【竹井理事長挨拶の要旨】 

本日は不動産の取引がどのように行われていて、どういうところがポイントになっているかを教えて

いただき、日本においても、さらに一層、不動産流通を活性化していきたいと考えております。 
 本日のミーティングが有意義にできることを願っております。 

 
【P.Wesley Foster 会長挨拶の要旨】 

 昨年度の実績の一部を紹介。モーゲージ部門 40 億ドル、クロージングセトルメント 110 億ド

ル、保険業務 40 億ドル。また、不動産の管理サービス（ほとんど住宅、一部マンション込）

については 6,000 軒、ビーチハウスは 2,000 軒ほど管理対象 

 Long & Foster は全米ネットワークのリーディング・リアルエステート・カンパニー・オブ・

ザ・ワールド所属している。ここは 600 社ぐらいの独立した世界中の不動産会社がメンバーに

なっている 

 この活動のおかげで、コールドウェル・Long ＆ Foster のブローカーは、非常に成績もよく、

ほとんどの都市で実績１位を挙げている 

 Long & Foster の組織は大手不動産の一つであるコールドウエルバンカー、ケラーウィリアム

ス、リーマックス等 大手よりも大きい規模である。2013 年においてリーディング・リアルエ

ステート・カンパニー・オブ・ザ・ワールドで Long & Foster は 1 番の 1,890 億ドルの販売額

をあげた（その中で、コールドウエルバンカーは 1,640 億ドル、ケラーウィリアムスが 900 億

ドル、リーマックス 400 億ドルだった） 

 高価な高額住宅の販売をメインに手がけるクリスティーズ・インターナショナルに所属してい

る。クリスティーズの援助を得て、100 万ドル以上の不動産を販売しており、ここでも非常に

好調な成績を上げている 

 もう１つ大きな特徴として Long & Foster のビジネスの大きな部分が、インターネットを通じ

て行われていることが挙げられる。インターネットでの不動産ビジネスの比率が、年々大きく

■竹井理事長挨拶
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なり、ビジネスの重要な一部になってきている 

 ＲＥＯという不動産差し押さえビジネスの部門においても好調な収益を上げている 

 住宅所有者用のサービス、ホームオーナーサービスも取り扱っている。（例えば水道工事や屋

根の張りかえ工事、電気工事について、Long & Foster が信頼するベンダーを確保している）

新しく住宅を購入したホームオーナーに対して住宅購入前、購入中、購入後も、手厚いサポー

ト・サービスを提供している 

 不動産のエージェントの教育も教育部門を設け行っている。慈善活動も行っている 

 Long & Foster は米国 大の不動産私有会社であり、不動産エージェント数は１万 1,000 人。

また、家族経営、家族所有の形態をまだ崩していない。会長以外に、息子は、マックガマリー

郡の不動産部門のトップ。甥は、バージニア州地区担当責任者。家族以外の人材を社長に登用

するなども優秀な人材確保も行っている 

 

 

  

■視察団との意見交換会 ■Wesley Foster会長（中央）とLong & Foster役員



 

 25

【Gary Scott 社長による Long & Foster 強さの秘訣要旨】 

 Long & Foster が設立以来ここまで成長してきた３

つの理由。１つは新しい人材を雇うこと。訓練して

より高いレベルまで引き上げていく。転職の多いア

メリカにおいては、入社してもすぐに移ってしまう

ことが多く、Long & Foster では優秀な人材を採用

し、留まってもらうように続けて訓練していく 

 ２つ目は、非常にアグレッシブなやり方だが他社か

らハイパフォーマーを引き抜くということ。非常に

成績のよいエージェントを引き抜いてくるという

ことによって、我々も成長できる 

 ３つ目は、積極的にＭ＆Ａ。現在７州、そしてワシントン DC とこの地域をカバーしているが、

これはまさに買収・合併繰り返しながらほかの州に進出してきたことに他ならない。自分たち

のエージェントを一番大切にして、成長していく信念でやっている 

 Long & Foster のために働くエージェントが 1 万人以上と会長が言ったが、実際ほとんどが契

約社員であり、正規社員は合計で 1,400 名。彼らは各州において様々な業務を行っている 

 各オフィスには、支店長（ブランチマネージャー）がおり、１人もしくは２人の事務職員（不

動産リストの事務的な作業、その他雑務を担当）がいる。事業が成功するには、優秀なブラン

チマネージャーを見つけて抜擢すること、これが重要だといえる。そして、そういった人材を

見つけることは同時に困難でもある 

 

【優秀エージェントの説明要旨】 

 エージェントの優秀賞の授与について、表彰制度としてレコグニション・システム（認知シス

テム）というものがある。優秀エージェントに対して、いろいろなランキングで評価している。

基準はセールスのボリューム、コミッション所得などの伸びを考慮に入れて決める 

 500 万ドル以上の売り上げから始まり、優秀な人は次のランキングに上がる。そのレベルはい

くつかあり、セールスボリュームレベルによって、呼び方を変えている 

 エージェントの優秀ランキングは、ローカルレベルつまりブランチレベルでも、この地域の

優秀賞など各地域でいろいろルールを決めてやっている 

 本社の戦略で、ブランチのほうにエンパワーメントするということがある。権限を与えてあげ

て、決定権を与えてあげるという概念からきている 

 

【仲介業以外の説明要旨】 

 第一の業務である不動産一般仲介業務における責任者は Gary Scott 氏 

 ホームローンのビジネスについては、プロスペリティ・ホーム・モーゲージという子会社を持

っており、そこでモーゲージサービスを行う 

 保険業務については、主に資産のカジュアリティつまり、事故とか災害に関する保険を取り扱

っている。住宅取引の完了・譲渡に関するクロージング及びセトルメントのサービスや不動産

管理のサービスを行っている。リゾート地区の住宅管理サービス、企業用のサービス、引っ越

■Gary Scott氏
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し用のサービス以上のような６つの事業部門からなる 

 不動産のモーゲージ、所有権、タイトルの手続、保険の手続、こういったものが不動産売買の

取引完了後に派生的に出てくるビジネスになる。ブランチマネージャーが、各オフィスの責任

者となって不動産取引以外にやらなければならないため優秀な人材をブランチマネージャー

に据えることが重要なのです。 

 商業不動産は個人住宅業務に比べれば比重は軽い。商業不動産部門は、バージニア北部にあり、

その他には７州でビジネスをしている不動産のエージェントは、商業施設の仲介業務もやって

いる 
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［質疑応答・意見交換］ 
（Ｑ）エージェント・ファーストというのはすばらしい。会社として何か具体的に入社した人が辞めな

い工夫があるのか？ 

（Ａ） 

 エージェント・ファーストというこの原則は、我々の設立者である Weslry Foster が 1968 年

に会社を設立したときに作った原則 

 まずエージェントが生産的な仕事をして、そして成功裏に自分の業務をするということが、結

局はお客様が同じ気持ちを経験することにつながる。従ってエージェントをまず大事にして、

そして彼らに成功してもらうことが会社の 善の利益につながる 

 過去５年間、セールス・アソシエート・サティスファクション・サーベイがエージェントの満

足度調査を行っている 

 １万人もいるエージェントは、それぞれビジネスの仕方・セールスの仕方も全く異なる。彼ら

がやりたいやり方があり、非常にクリエイティブかつ革新的なアプローチで、我々は彼らとパ

ートナーを組む形を取る。 

 各エージェントにある程度任せてあげる、これは他社がやっていないアプローチだと思う。こ

のアプローチで彼らがうまく成功する手助けをしていることになる 

 

（Ｑ）エージェントの満足度調査は行っている一方、お客様満足という観点で顧客に対しての満足度調

査は行っているのか？ 

（Ａ）従業員つまり正規社員のエンプロイー・サーベイというのもやっている。カスタマー調査もやっ

ている。2015 年から電子化をし、売り手と買い手と両方のサーベイをしている 

 

（Ｑ）一番優秀なセールスマンで、月に大体何件ぐらい案件を取るのか？ 

（Ａ）１人当たり６件、金額当たり 190 万ドルで、これが平均ライン。６件というのは平均よりちょっ

と多い程度のレベル 

 

（Ｑ）そういう高い実績を上げるためには、いわゆるデュアル・エージェンシーがかかわってくるかと

思うが、両手契約の状況はどうなっているのか？例えば担当が違えば ok なのか？ 

（Ａ） 

 両手契約は別に非合法ではない。一方で一定の制約が場所によってあるということは確か。こ

れはデュアル・エージェンシーとかデジグネイティッド・エージェンシー等呼称がある 

 Long & Foster が業務をしている７州、ワシントン DC で、細かくどういう制約があるかは専門

ではないので詳しくは知らないが、一定の制限があるのは確か 

 

【Pandra Richie 社長からの説明要旨】 

 Richie さんは Long & Foster の企業向け不動産サービスの社長 

 同社は Long & Foster において事業開発のチャンスをつくる部門であると考えている 

 リーディング・リアルエステイト・カンパニー・オブ・ザ・ワールド（企業向けの様々なサー

ビスをする 50 の会社が集まってできている団体）で当社はトルコにもヨーロッパにも担当を
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置いている 

 ワールドワイドＥＲＣ（エンプロイー・リロケーション・カウンシル。世界規模の従業員引越

し協議会のようなもの）という組織がある。１万社が加盟し、企業が従業員の転勤時に引越し

のお手伝いをする。転勤が米国内（マーケット内）であるかもしれないし、国外に動くことも

あるかもしれない。両方に対応している 

 Richie さんはワールドワイドＥＲＣの理事会の理事長をしている 

 フォスター会長が言及した不動産事業におけるインターネットの重要性が高まっている点に

ついては当該業務の一部がまさにかかわっていると言える 

 ＲＥＯ、つまり差し押さえになった物件のビジネスについては、 近少なくなっており前ほど

ではないが、まだメリーランド州を中心に当該ビジネスは存続している 

 様々な事業を行うことにより、我々の販売員に対してビジネス機会を与えることができること

をねらっている。できるかぎり外国にフォーカスを当てて、外国からのビジネスを吸い上げて

いきたいと思っている 
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【優秀なエージェントからのレクチャー要旨】 

 

 Long & Foster の企業向け不動産サービスにおけるトップの販売員２人、Steve Wydler 氏（兄）

及び Hans Wydler 氏（弟）からプレゼンテーション 

 二人はバージニア州、メリーランド州、ワシントン DC の３地域にわたって不動産免許をもっ

ている 

 兄弟２人でチームを組み、弟がメリーランドで兄はバージニアを担当。二人は違うブランチオ

フィスに所属している。ワシントン DC も二人の営業エリアに入っているため、二人でバージ

ニア、メリーランド、ワシントン DC という３つの管轄区の不動産を担当 

 2014 年は売上物件ボリュームがトータルで２億 1,000 万ドルとなる予定。物件数としては 250

件になる。２人の下には 27人のスタッフが働いている。そのうち 18人は不動産エージェント、

９人は事務員。従って会社の中の１つの会社という感じになっている。Long & Foster はこの

兄弟がこういう形態でやることについても理解を示し、非常によいパートナーとなり協力して

くれる 

 弟の経歴は、ハーバード大学 MBA、イェール大学卒。12、13 年前に弟がこの不動産業界に主要

なパラダイムシフトが起こっていることに気づき兄と一緒に不動産の仕事を始めた 

 このパラダイムシフトには５つの要素がある。１つ目はＭＬＳの出現。これが非常に多用に使

われるようになったこと。二つ目はＭＬＳを乗せるいわゆるインターネット、これが広範囲に

世間に広まり、ハイパードライブを使ってＭＬＳがすぐに使えるようになったこと。三つ目は、

ワイヤレスの技術の進歩。携帯電話、スマホが現場で直接使えるツールとなったこと。四つ目

は買い手のための販売員、バイヤー・エージェンシーが非常に増えてきたということ。五つ目

はこういった不動産の取引自体が非常に複雑化してきているということ。それ自体エージェン

トの役割をさらに重要にしていることが挙げられる 

 不動産エージェントはただ単に情報にアクセスするというだけの役割ではもうない。情報をい

かに処理してプロセスしてあげるかが重要で、この５要素によってエージェント自体の価値を

高められる転換点に達したことに弟が気づいた 

 不動産業界に実際お金が集まっている事実もある。1990 年代不動産の販売員として 500 万ドル

分の住宅を売り上げれば好成績のエージェントだと考えられるような時代だった、その後

■優秀営業マンからのレクチャー（Steve Wydler・Hans Wydler兄弟）
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5,000 万ドルくらいが普通になり、いまや１億ドルの売上が普通になってきた。つまり不動産

販売額の大きさが大きくなってきたことがもう１つこの業界に魅力を感じた理由 

 今日、不動産業の生命線というのは、リード（手掛かり・情報入手力）である。顧客を掴んで

おかなければ自分たちの存在を知ってくれる人はいない。手がかりをいろいろな顧客から得る

ことが重要である。我々はこのような手がかりを駆使して我々のエージェントにその手がかり

を提供する。そしてそのエージェントが自分たちで手がかりをつかめるようなインフラ構造を

彼らに提供するという役割を担っている 

 兄弟のビジネスにおいて中核的な役割を果たしているものがネットワーク・マーケティング。

ビジネスの８割を占めている。例えば自分の同級生だった友人・仕事の同僚、自分の知人全員

に、我々が不動産業をやっていて、不動産のニーズがあればお手伝いできるということを常に

発信する。従って彼らが家を買いたい時、兄弟に連絡をしてくる。この人脈マーケティングが

非常に重要 

 マーケティングとして、ダイレクトメールや印刷した広告材料を使って配布するなど他のやり

方も使用している。ソーシャル・メディア、フェイスブックやインターネット等に広告を出す

ことでマーケティング活動をしているが、80％の商機は中核となるネットワーク・マーケティ

ングからくる 

 ＭＬＳについて、二人が使用しているものは地域のＭＲＩＳというＭＬＳのサービスである。

メトロポリタン・リージョナル・インフォメーション・サービスの略。数あるＭＬＳの中でも

もロバスト性があり 新情報に常にアップデートされる効果的なＭＬＳ 

 ＭＲＩＳは、販売員が売ろうと思っている物件のデータをインプットすることもでき、物件を

検索することもできる。ラディウス・サーチ(Radius Search)といった半径を何キロと範囲を

決めて、その円内に入る物件も探せる。ポリゴン・サーチ(Polygon Search)といった多角的に

ここの道からここの道のあいだ等決めて、その範囲で物件を探すこともできる 

 こういった検索機能は、不動産のエージェントのみが使用できる。消費者がアクセスできる画

面に出てくる情報よりもずっと量も質も高い。いろいろな要素の情報を元に検索ができる 

 担当エージェントが誰で、バイヤー・エージェントが誰で、協力コミッション等がどれくらい

かも画面で分かる 

 

    ■記念写真  
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（３） Long & Foster 物件視察 

  ミーティング後、同社営業マンの案内でワシントン郊外にあるペデスダ地区の中古戸建物を見

学した。1890 年代築の＄520 万（約６億円）の住宅である。物件概要は以下のとおり。 

 

 

 

 
 

■エリア：ペデスタ地区

■住所：Chevry Chase, MD Montgomery Country

■4階建て/一世帯用

■面積：11,800平方フィート（1,097.4平方メートル）

■建築年：1895年

■部屋数：ベッドルーム10、バスルーム（フル）9

バスルーム（ハーフ）1

■物件概要及び室内の様子

■見取り図
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■建物全景 ■暖炉がある応接間

■エージェントからの物件説明

■リビング・ダイニングルーム ■外庭とプール（中央奥）

■ベッドルーム
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５５..  BBeeaasslleeyy 訪訪問問  

（１） Beasley の概要 

 ワシントン DC エリアに特化したブローカー。B to C

だけではなく B to B のビジネス、つまり不動産エージ

ェントへのサービス業に力を入れている。自社独自の

リスティングサービスをホームページ上に掲載し、自

社独自の DC 界隈のマーケットレポートを発行するな

ど地域・ターゲットを絞った活動が特徴。 

 提供するサービスとしては、パートナー選定、マー

ケットのターゲッティング、プロモーション戦略、価

格設定戦略、戦略的な監査及びコンサルティングを主

に提供している。また、住宅アプレーザル、分析パッ

ケージ、メジャーキャンペーン等を含む物件マーケテ

ィングから、フルライフサイクル物件の管理（リステ

ィングからクロージングまで）も取り扱っている。コ

ミュニティや財政に係るリノベーションや建築や紹介

事業も取り扱う。 

  設立者の Jim Bell は、不動産営業、開発、モーゲージバンキングの分野では 15 年以上のベテ

ランであり今までに 400 万ドル以上の案件を担ってきた。Jim Bell の母親はモーゲージ会社を経

営しており、叔母は不動産ブローカー、伯父はディベロッパーというお墨付きの不動産業界人で

ある。Washington Life Magazine において「2011 年のパワーブローカー」と名付けられた。また、

ウォールストリートジャーナルでは、全米トップ 100 の不動産エージェントの一人に選ばれてい

る。Georgetown Citizen Association のリアルター会員である。 

  

■Beasley社ロゴ

訪問先： Beasley Real Estate

所在地： 2020 K Street, NW Suite 600

Washington, DC

電話： 202-957-2272
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（２） Beasley のヒアリング要旨 

  平成 26 年 12 月 1 日に Beasley 社へ訪問し、エージェントの採用方針、マーケティング手法等

のヒアリングや、優秀セールスマンとの意見交換等を行っている。 

 

 
【Jim Bell 社長から Beasley 社の特徴説明要旨】 

 ほかの不動産会社と違い、Beasley は２種類の顧客を大事にしている。つまり内部顧客として

のエージェント、そして外部顧客としての不動産を購入する購入者と売り手で販売をするエー

ジェント。この２種類の顧客が我々にとって非常に重要である 

 Beasley のエージェントになるには、少なくとも不動産販売経験を 10 年以上持っている必要が

ある。また、平均の年販売数、住宅金額合計が 1,000 万ドル以上でなければならない。これを

10-10 モデル（テン・テンモデル）と呼び、エージェントの 低資格要件としている 

 従って国内でも平均の 2,700 万ドルの売り上げと も高いレベルを誇っている。全国のエージ

ェントを見ると成績でトップ３％に入る人材が、わが社のエージェントということになる 

 新しくエージェントになったばかりの者は雇わない。経験のある、現場でトップクラスの成績

を上げているエージェントだけをリクルートする 

 顧客に焦点を当て、顧客のことだけを考えて商売をする原則をとっている。我々の会社はエー

ジェントを大事にし、エージェントのことを一番中心に考える、そうすれば、エージェントは

顧客に対して丁寧に対応する。これが良い循環モデルになっている 

 あらゆる面においてエージェントとのコミュニケーションを重要視している。我々は相手が情

報を取りに来るのを待たない。むしろプッシュ型で、24 時間×７日間こちらから常に情報を提

供するスタイルで営業をしている 

 雑誌などの媒体で宣伝する場合、ビジュアル的なものを中心として強調したものにしている。

これは我々の会社の名前を売るためではない。（Long & Foster とは異なり）自己宣伝をせず、

まず顧客を第一に考える。つまり物件のビジュアルを全面に打ち出す 

 また、新聞広告もその地域やターゲットの年齢等に適した媒体・広告を出すことに努めている 

  

■会社説明はBeasley Jim Bell社長
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 パームビーチ（フロリダ州南東部）にも力を入れている。ワシントン DC に住んでいる顧客は、

パームビーチにも家を持っていることが多く行き来しているため。パームビーチにもいずれオ

フィスをつくる予定 

 Beasley は設立して３年しか経っていないが、年の総出来高が３億 5,000 万ドルであり独立系

不動産会社の中では米国第５位の規模 

 Beasley はいわゆる伝統的なメディアマーケティングから、オンラインマーケティングの方へ

移行している。オンラインに移っても、全ての領域をカバーするためウェブサイトを作成した。

「beasleyre.com」 

 他の会社とアプローチが異なる点は、ウェブサイトの上部、メニューのところにもまずエージ

ェントを挙げている点。エージェントの経歴書が出るように工夫し、そのエージェントがどう

いう人かわかるようにしている。我々は、会社としてエージェントにまず力を入れて注目する

というアプローチをここでもとっている 

 エージェントの情報をそこに載せると同時に、ジオ（GEO）レジュメ、つまり地理履歴書とい

うものを掲載。エージェントが今まで販売した家の場所をマッピングする機能を搭載。地図の

上でエージェントの販売実績をプロットし、パフォーマンスを地理的に見せるようにしている 

 ウェブサイトの内容は非常に消費者にとってパワフルなツールになる。消費者は、24 時間・７

日間、コンピュータでネットと繋がっておりアクセスしている状態。常に我々のコンテンツが

見られる状態になっている。我々は透明性を持って、改ざんやフィルタリングをせずに情報を

そのまま載せる。我々の顧客は非常に知的な方々が多く、この地域も知的な地域。従ってこの

技術を使って透明性を確保する手法は大変重要 

 ウェブ上では Beasley テレビを公開している。毎月編集してアップデートしている。住宅市場

のデータ以外にも多数の情報を公開している 

  

■マーケット概要説明
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【Beasley TV⇒http://beasleyre.com/】 

 

 電子化に移行することのメリットとして、電子コンテンツにより４万人規模の人に一度に情報

を配信可能であることが挙げられる。電子化されたコンテンツは、オンラインで見れば、誰で

も・いつでも・無料で見ることが可能 

 iPad 版のアプリも展開している。GPS と繋がっておりすぐに自分がいる場所の情報を見ること

が可能。全て無料。iPad だけでなくスマートフォンのアプリも展開している 

 ソーシャル・メディア活用としては Facebook、Twitter、Instagram、Pinterest を使用したコ

ミュニケーションも活用している。一番の特徴はカバーしている３地域の住民であるかのよう

に、我々が情報を発信していること。Twitter のフォロワーは 20 万人 

 

  

■まず地域を選択 ■Beasley TVの画面

■Beasley Jim Bell社長のご挨拶 ■会議の様子
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［質疑応答・意見交換］ 

（Ｑ）他社を辞めて、こちらに移った魅力とは何か？ 

（Ａ） 

 当社は先端のビジネスモデルを実行しており、非常にエキサイティングな会社 

 小さいが、非常にカジュアルに仕事ができる、対応も速くできるというメリットがある 

 同僚は皆経験豊富な人ばかり。かなり大規模なビジネスも扱える 

 Long & Foster で働いていたが、自分のボスは５人いた。今のボスは１人。すぐに話ができる

という距離感もいい。週に２回ずつ会議があって、そのときに自分たちが持っているリスト等

自分たちの仕事について、直に話ができるメリットがある。Long & Foster にいた時は、新人

採用からの訓練であるため、常に初歩レベルの質問に追われる。皆忙しくしていることもあり、

前職では上司と話しをすることはできなかった 

 大手の不動産会社で仕事をしていたが、今の同僚たちが尊敬できるので一緒にこちらに移った。

Beasley の魅力は、組織は小さいがエージェント１人１人へのサポートが大手の会社よりも、

ずっと良い。大きい会社は、100 人以上のエージェントにサポートする人が１人ぐらい。ここ

は本当にきめ細かくやってくれる 

 ワランティなど派生的業務をここではしないため、本業に注力でき、クライアント・ファート

で働くことができる。25 年間いた前職から３年前にこの会社に移ったことはキャリアの中で行

ったベストな決断だった 

 不動産以外の面でもプロとして達成したような人が非常に多いこと。弁護士や音楽のエグゼク

ティブである人がいる等キャリア上成功している人が多いという魅力がある。卓越した人がこ

のエージェントになることで、非常によい仕事ができる 

 

  

■優秀営業マン５名と意見交換
（左からNelson Marban, Kira Epstein, Sheila Mooney, Tyler Jeffrey, Ross Vann)
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（Ｑ）ソーシャル・メディアを含めた新たな広告の手法に取り組んでいる中で、従来からある紙媒体を

これから続けるのか？集客媒体によるメリットが年齢層、富有層など顧客層によって異なるのか。

何か特徴があればご教示頂きたい。 

（Ａ） 

 紙媒体は使用している。伝統的媒体、雑誌・新聞は今後も続けていく。しかし、使用するにあ

たっては注意深くなる必要がある。各雑誌・各新聞において、読者の年齢層等つぶさに調べて、

適切と思われる媒体を選び広告を出す必要がある 

 我々の広告は必ずフルページで右側に出すというスタイル。お金もかける 

 紙媒体を使う場合、対象になる平均年齢は大体45歳～70歳ぐらいの年代をイメージしている。

紙媒体で高年齢層だと高額の物件、100 万ドル以上のものが多くなっていく 

 ソーシャル・メディアなどは、若年層を対象とする傾向がある。紹介物件も高年齢層よりも低

額のものになる。見極めるバランスが重要だ 

 全ての年齢層をカバーできるよう、紙媒体という伝統的なものと、新しい技術を両方駆使しな

がらやっていく 

 

（Ｑ）エージェントとして、売りがないと仕事は難しいのか？ 

（Ａ） 

 状況によりけり。やはり売り手を代表してやりたいというのが本音。売り手の顧客をつかみ、

物件を載せて売りに出すのが望ましい 

 オープンハウスをやった場合、買いに来た顧客がいて偶然、買い手からの仕事が入るというこ

ともある 

 私（回答した営業マン）は、フィフティ・フィフティ（50：50）を狙っている。時によっては

６・４になったり、それより少なくなったりということもあり得る 

 同じ物件を両手でつかむことはしない。例えば売りたいという方と買いたい方、両方が私を使

いたいと思っても、同じ物件であれば一方しか引き受けないことを原則にしている 

  
     

■記念撮影
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  ■訪問直後 12 月 2 日に上記記事が Beasley ウェブサイトに紹介された 

  

（訳）
設立者であり当社社長のJim Bellとエージェントたちが、東京から来た三菱地所リアルエ
ステートサービス、野村不動産アーバンネット、住商建物、三井不動産リアルティ、住友
不動産販売、東急リバブル、神田土地建物、エーディーワークスの役員たちと面談した。

本面談は当社のビジネスモデル視察のため、当社ＤＣオフィスを訪問し面談したいとい
う、先方トップからのリクエストに基づく。プレゼンテーションはJim Bellによって行われ、
当社エージェントと先方のQ&Aで締めくくられた。東京からの代表団はその後当社の取
り扱い物件を見学した。

当社Jim Bell社長より下記のコメントがあった。「Beasleyとそのビジネス慣習がこうして東
京から来た大企業の上層部の方々に認められたことを大変光栄に思うとともに、我々の
国際化にとっても素晴らしい関係性が築けた。」
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（３） Beasley 物件視察 

  ミーティング後、同社社長の案内でワシントンにある高級コンドミニアムを見学した。2008 年

築の＄560 万（約６億５千万円）のペントハウスである。物件概要は以下のとおり。 

 

 

 

■エリア：ジョージタウンエリア
■住所：2501 Pennsylvania Avenue, NW
■1世帯用
■面積：4,339平方フィート

（403.53平方メートル）
■築年数：2008年建築
■部屋数：ベッドルーム3

バスルーム（フル）3
バスルーム（ハーフ）1

■物件写真及び物件概要

■見取り図（1Ｆ） ■見取り図（2Ｆ）
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■コンドミニアム玄関

■バスルーム ■内装

■コンドミニアム入口

■ダイニングルーム

■リビングルーム

■物件案内の様子 ■ダイニングルーム

■キッチン
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６６..  ワワシシンントトンン DDCC オオフフィィスス視視察察  

（１） 米国のオフィスマーケット概要 

  米国の失業率は、2014 年に入り、各月 20 万人以上の雇用増加（非農業部門）をほぼ安定的に

記録している。失業率は、10 月時点で 5.8%に改善、金融危機前の水準まで回復していることが分

かる。また、企業の景況感を示す ISM 指数は製造業、非製造業ともに 10 月時点で 60 ポイント弱

の高水準で、金融危機前の水準を上回っている。 

米国内の主要都市におけるオフィスストックの状況は下記の通りである。ニューヨークについで 

  ワシントン DC がストック坪数全米第二位となっている。 
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  2010 年以降、オフィス床需要は回復基調が続いており、ビルストックの約１％程度が全米の年

間純需要に相当する。 

 需要の元となるオフィス床使用者の人数は安定的に増加しており、空室率は改善傾向で、2014 年

第 3クオーター時点での全米空室率は 15.9%である。 

  



 

 44

[参考資料] 

○オフィスリーシングマーケット概況 

 

出典：Property and Portfolio Research(2Q, 2014) 広域マーケット全クラスデータ 

○オフィスキャピタルマーケット概況 

 
出典：Real Capital Analystics  ※10 Year US Treasury は四半期毎 
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（２） ワシントン DC 物件視察 

  今回視察したワシントン DC の物件の状況は下記の通りである。 
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 601 13th Street（通称ホーマービル）の概要は下記の通りである。 

 

  

■ホーマービル入り口 ■ホーマービル内

■ホーマービルを視察する一行 ■ホーマービルの説明を聞く一行
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 次に視察した 1200 17th Street の概要は下記の通りである。 

 

 

■1200 17th Street入口

■完成フロアー ■完成フロアー内部

■付属施設（フィットネスクラブ）見学

■ビル内部見学
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 次に視察した 1101 K Street NW の概要は下記の通りである。 

 

 

  

■ビルに入居するテナント

■テナント状況確認

■ビル内部の説明①

■エントランス共用部分階段

■ビル内部の説明②

■ビル内部見学
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７７..  ＮＮＯＯＲＲＡＡ及及びびニニュューーオオーーリリンンズズ市市役役所所  

（１） ＮＯＲＡのヒアリング要旨 

１) ＮＯＲＡの概要 

  ＮＯＲＡ(New Orleans Redevelopment 

Authority、ニューオーリンズ市再開発

局)はニューオーリンズの町を活性化さ

せ、伝統を尊びつつ近隣の地域と連携す

ることで、戦略的な発展を担うことを目

的として、1968 年に設立された組織であ

る。なお、沿革は下記の通り。 

 

 

２) カトリーナの概要 

 2005年 8月末にルイジアナ州及びミシシッピ州に渡って甚大な被害を及ぼしたハリケーンの呼

称。住宅被害としては約 120 万戸、被害総額約 750 億ドルといわれている。 

 ニューオーリンズ市においては市内の主な三か所の堤防が決壊することによって、約 1,300 名

の死者をもたらし、住宅被害は全半壊で 10 万戸を超えた。堤防の決壊は市街地の約 8割を浸水さ

せこの状態は約 2週間も続いたと言われている。 

 ハリケーンという自然現象ではなく、米国陸軍工兵隊が建設・管理を行う堤防が決壊したこと、

浸水地域は全米洪水保険プログラムにおける氾濫源の外にも及んだことなどの人為的なミスが甚

大な住宅被害の原因となったと指摘されている。 

 

  

■ＮＯＲＡロゴ ■ＮＯＲＡ入口

訪問先：ＮＯＲＡ及びニューオーリンズ市役所

所在地：ＮＯＲＡ:1409 Oretha Castle Haley Blvd. NO LA

所在地：市役所：1300 Perdido Street Suite 2E04 NO LA

電話： ＮＯＲＡ：504 658 4400

電話： 市役所：504 658 4928

【沿革】

1968年 地域改善局（Community Improvement Agency)がルイジアナ議会によって設立される

1969年～
1980年

地域改善局が道の舗装、廃屋の再生、インフラの設置及びLower 9th地区等の公園の舗装のために資金援助開
始

1984年 地域改善局の再開発エリアはニューオーリンズ市全域に拡大される

1994年 地域改善局の名称がNORAに変更

2005年 カトリーナによる洪水により、市の80%もの堤防が決壊

2007年 NORAがLot Next Door Programから始まったロードホームプログラムの物件の所有を開始

2010年 NORAが市全体において地元住民のための400を超える可住住宅を用意したことに対して、30百万ドルが報償さ
れた

2014年 NORAは3,000戸もの保有物件を売却している

今後 より多くの物件を市場に出すこと、コミュニティにより多くの緑を作り出すこと、またコミュニティを活性化させることを
目的に日々活動中
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３) カトリーナについてのヒアリング要旨 

  平成 26 年 12 月 3 日にＮＯＲＡへ訪問し、カトリーナ後の都市復興計画及び復興事業を中心に

ヒアリングを行っている。 

 

【竹井会長の挨拶要旨】 

  本日は、Jasmine さんと David さんにお忙しい中お越しいただきありがとうございます。 

 私たちは日本の住宅流通業者で、大手中心に 300 社あまりの会社が加盟している協会です。不動産業

者として、街の再開発あるいは復興事業等について非常に興味があります。今日はお話を楽しみにして

います。日本も今年は多くの台風により被害があり、我々も心を痛めております。こうした背景も含め

色々お話を伺いたいと思います。本日のミーティングが有意義なものになることを願っております。 

 

【Lessinger 氏及び Haralson 氏よりカトリーナ被害からの都市復興計画について説明要旨】 

 

    ■ＮＯＲＡ職員が視察団にカトリーナ復興事業を説明 

 David Lessinger 氏はＮＯＲＡの再開発事業の戦略的開発担当。Jasmine J.Haralson 氏は渉外

部長 

 ＮＯＲＡは世界各国から様々な方をお迎えしてきたが、特に日本とは洪水やハリケーン等様々

な点で共通点がある。今日の会議を非常に心待ちにしていた 

 カトリーナ以前の状態について、今までハリケーンは何度も来ている。従って災害が起きた場

合の有る程度のパターンは今までの研究でわかっていた。どう回復すればいいかについてもそ

の想定に基づいてある程度手があった 

 従来から大きなハリケーンが上陸した場合、人口がガクッと減るというパターンを今までも繰

り返してきた。日本でも都市によってはそうだと思うが、ニューオーリンズも元々比較的緩や

かに人口が減っていく傾向にあった 

 従って災害からの復興だけではなく、経済的な面での活動という部分もポイントに入れている 

 元々中央に集中していた人口が、年代とともに郊外に広がっており密度が非常に薄くなる傾向

にある。１人当たりの土地のスペースが大きくなる 

 カトリーナ発生時、街の８割が水没するという状態が発生した。カトリーナ後、空き地となっ

てしまった場所が増加した 
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 ＮＯＲＡの役目は空き地になってしまったところ、つまり、「壊れた家は建て直したくない」

と言っている住民の土地を入手し、街の復興に使えるプロジェクトに組み込んでいくこと 

 ニューオーリンズ市内だけで約 5,000 世帯の人が「もう家を再建しない」と言っており州に土

地を売却した。ＮＯＲＡが譲渡を受けたものは、プライベートの住宅への利用やオークション

にかける。また、プロジェクトによっては商業施設として幾つかのロットをまとめることもあ

る 

 問題は一部の住民のみ市に戻り、まだ戻らない又は戻る気がない住民がたくさんおり、土地が

ばらばらでまとめて確保することができない場合。これが再開発において非常に難しい点。Ｎ

ＯＲＡでは特にその点にフォーカスをあててプロジェクトに取り組んでいる 

 場合によっては新しい世帯（住民）を入れることもある。近所に土地を売却して土地を倍にす

るということも１つの方法 

 ＮＯＲＡはいわゆるランドバンク(Land Bank)のような役目を果たすことで不動産の動向をで

きるだけ活発にし、土地の活性化ができるようにという役目を担っている 

 住宅、商業施設そして土地の管理の３つのプログラムがある。土地を市場価格の底値で提供し、

家を建て直すためのファイナンス面でもサポートする。これが住居に対する一般的なプログラ

ム 

 1 つのハウジングだけで 2,116 件のプロジェクトを組んだ例もある。投資をした額は 2,847 万

ドルに上がる。レバレッジをかけたのは 8万 6,333 ドル。これは、街全体ではなくて、ある程

度その地域毎にフォーカスをして、その地域全体を見ながらプロジェクトを進めたこともある 

 一部の地域ではカトリーナの後でも非常にマーケットが強いところもあり、こういうプロジェ

クトを必要としないところもあるため、特に弱いところにてこ入れをする 

 商業施設については、ファンディング（資金）を提供することで少しでもその商業施設が盛り

上がるようにサポートをする 

 特に再投資が必要またはそれが非常に効果的だと思われるところに焦点を当てて、サポートす

る。ＮＯＲＡとして 867 万ドルぐらいを投資するが、それとは別に投資会社や開発会社などか

らのレバレッジは 9,865 万ドル。ランド・スチュワード・シップに則って投資を決める 

 ランド・スチュワード・シップとはＮＯＲＡが保有している土地を、マーケットレベルやコミ

ュニティの力を強くするようなプロジェクトに充てること。敢えて土地に家を建築せず、商業

施設をつくらず、むしろその土地の公共政策として活用するという方針 

 ニューオーリンズは非常に雨が多く、土地が低いため洪水が鉄砲水のように来ることもる、そ

ういった水の逃げ道として利用するための公園も造営している。土地を空き地で放置するので

はなく、地域に貢献するようなプラスの価値を生むものとして使用する 

 例えば草刈りでも、地域のメンテナンス会社に仕事を依頼するようにしている 
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［質疑応答・意見交換］ 

 

          ■カトリーナ復興事業の説明 

（Ｑ）日本では三陸津波の影響から、災害危険区域みたいなものを設定している。ニューオーリンズで

もそういう類のものは設定しているか？ 

（Ａ） 

 当時かなり議論の的になった。結果的に、ニューオーリンズは堤防さえ決壊しなければ大丈夫

との結論に落ち着いた。地震の可能性はなく、高潮はあるものの津波が来るようなところでは

ない 

 従って全部土地を生かすということで、危険区域または立入危険区域は設定していない 

 

（Ｑ）市・公共の団体が自ら投資したり融資したりすることは、非常に復興の推進力にとっては素晴ら

しい手法。公共機関が自ら投資や民間土地の買い上げを行うことで、復興するというモデルは、

米国内でも他にあるのか。それともニューオーリンズのオリジナルか？ 

（Ａ） 

 アメリカでも、これは非常にユニーク。例えば空港建設など半強制的な買い上げではなく、あ

くまでもこれは土地の持ち主の、ボランティア・意思によっての買い上げになる 

 今回は連邦政府が非常にてこ入れをしてくれた。かなりの予算をこのために割いてくれた。連

邦政府による土地の購入のおかげでスムーズに進めることができた 

 今回はそれがユニークなポイントとなっている 

 

（Ｑ）土地の値段について。カトリーナが来た前後では、どのように変わっているか。ＮＯＲＡの援助

を必要としているような住宅地は、今大体どのぐらいの値段なのか？ 

（Ａ） 

 カトリーナの前でも、どこの土地が安くてどこが高いという相場については、住んでいる人間

はある程度知っている。川の上側は、歴史的に 初に街が建設されたところ、つまりもともと

土地の値段が高いところ。ＦＲＫメンバーが宿泊したホテルがあるフレンチ・クオーターから

このあたりの川沿いのところは、もともと古い建物が多く残っていた、歴史的に価値がエリア

だ。景観的にも価値があり土地も高いため、カトリーナの後も非常に値段が上がっている 
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 もともと高級住宅街のあったところで、近くの堤防が決壊した。被害が非常に酷かった場所で

値段が一時的に下がった時もあったが、再投資が入ったことで今は順調に値段が上がってきて

いる 

 プライベート・ディベロッパーを使っているので、建物にすごくお金がかかってしまう。再建

に係る資金負担を軽くするため、プライベート・ディベロッパーと協力し合ってできるだけ土

地の値段をぎりぎりまで下げる 

 従って我々の投資の見返りは非常に低くなってしまうが、建物を自分で建てる余力のない人々

にとっては、できるだけ建てやすくなるという状況になる 

 

（Ｑ）人口について、カトリーナ以前も人口が減っているという件。アメリカ国内全体では人口は増え

ている中、なぜニューオーリンズは減少傾向なのか？結構魅力的な街だと思うが。 

（Ａ） 

 郊外へどんどん散らばっていっているだけであって、全体の人口はふえている 

 ニューオーリンズ市のコアな部分で見れば減っている。やはり工業の機械化による仕事の減少

の影響で、郊外にまた戻っている 

 

 ■ＮＯＲＡで記念撮影 
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（２） ニューオーリンズ市役所表敬訪問 

ＮＯＲＡ訪問後にニューオーリンズ市役所への表敬訪問を行っている。 

 
 

【ニューオーリンズ市役所職員からの説明要旨】 
 今回はわざわざ遠いところおいでくださったことを心から歓迎します。また、不動産が街の復興にと

ってどれほど重要な役割を果しているかを考えると、皆様の訪問をとても重要だと我々はとらえていま

す。 

 日本とニューオーリンズは、歴史的な繋がりがあります。松江との姉妹都市としての歴史は、ちょう

ど 20 周年をお祝いしたところです。2005 年のカトリーナの後、日本政府また日本国民の皆様から多大

なるご支援をいただきましたことは、本当に感謝にたえません。 

 仙台地域とニューオーリンズの間の関係もあり、仙台のほうからこちらに来ていただきました。こち

らからも仙台へ代表団を送りまして、災害後の復興について、様々な意見交換をいたしました。 

 ジャズに対して深い愛を我々が持っていることはご存じだと思います。ニューオーリンズは、ジャズ

の発祥の地でもあります。ぜひご滞在中ジャズを楽しんでいただきたいと思います。 

 カトリーナのあと、激減した人口の 85％まで戻ってきており、現在 38 万人が住んでおります。完全

な空き地、荒廃し何の対処も施されていないような土地を「ブライト」と呼びますが、今少しずつこれ

をなくしていこうという活動を行っております。このような地域を、商業地域、価値を生む地域へ再生

させていくことが、復興の中で特に大きな割合を占めています。 

 今、ニューオーリンズ市長を初め、市の役員は皆非常に大きな再興プロジェクトをやっております。

まず、空港の再生に約１億ドルの資本をつぎ込むプロジェクトやバイオディッセル、またはメディカル

ディッセルと呼ばれる地域の再生プロジェクトもしています。約 20 億ドルという非常に大きな資金を

投入し、街の中に街をつくるような、そんなプロジェクトも進めています。 

 街中の排水・下水設備及び修理に 30 億ドルの資金を投入している状況です。もちろん小売店、商業施

設、居住地といった場所の再生にも着手しています。 
 日本と比べれば短い歴史かもしれませんが、アメリカの中ではニューオーリンズは一番古い街の１つ

で、2018 年には 300 周年を迎えます。非常に大きなお祭を予定していますのでぜひその時来ていただい

て、一緒にお祝いをしていただきたいと思います。 

  

■ニューオーリンズ市役所を表敬訪問する視察団 ■市役所での歓迎・国旗
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［質疑応答・意見交換］ 

（Ｑ）街は開発されて、市内・市周辺だけではなく州外・海外など幅広い人がたくさん来て集まってき

ているのか？ 
（Ａ） 

 もともと住んでいた人もいる。新しい人、特に若い人の起業家など様々なチャンスを得て来て

いる人たちもいる。カトリーナのあと５％ほど、特にヒスパニック系の方が増えている。アメ

リカ南部では一番人口が多い。ニューオーリンズは、歴史的に人種の多様性がある地域で、そ

の特色は保持していきたいと考えている 
 ニューオーリンズ名物のガンボという煮込み料理があり、日本でいうごった煮のように、色々

な食材を使う。様々な人種が混じった表現にこの料理で例えることがあるが正にニューオーリ

ンズの特徴と考えている 

 
 

■ニューオーリンズ市役所の幹部と記念写真

■ニューオーリンズ市街とポンチロートレイン湖（全長38.42KM)

■視察先で好評の日米友好ピンバッチ

■ニューオーリンズ市から寄贈されたピンバッジ
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８８..  LLaatttteerr  &&  BBlluumm 訪訪問問  

（１） Latter & Blum 概要 

 1916 年に設立された会社。同社 Web サイトに

よれば南部湾岸地方では も規模の大きい不動

産業者である。1993 年にミシシッピ湾周辺のマ

ーケットに進出、1995 年には当時 Baton Rouge

で も規模の大きかった住宅不動産業者、C.J. 

Brown REALTORS（住宅）を買収。ルイジアナ州

初かつ唯一の 10 億ドル規模の企業となる。その

後、2009 年に Noles-Frye Realty（住宅）、2012

年には Van Eaton & Romero（住宅）と合併し 28%

のシェアアップに成功し、全米でも 34 番目の売

上件数を誇る業者に成長した。 

 2014年 8月にはLake Charlesに拠点を置く住

宅不動産会社 ERA Moffett Realty を取得し、更

にその規模を拡大させている。住宅オペレーシ

ョン拠点は 29 箇所、南部湾岸地域における

1,400 以上のエージェントを持つ。 

 事業は、住宅不動産、商業不動産（リーシン

グ含む）、プロパティ・マネジメント、アプレーザル、保険、モーゲージ、登記所調査等を行う。

現会長兼 CEO の Merrick 氏が 1986 年にもともと Latter 一族と Blum 一族によって経営されてい

た同社を買収、その後同社は大きな成長を見せた。 

 エージェントに対しての研修に力を入れていることも特徴。同社の社員が研修の講師を担当し、

インハウスかつノーコストでレベルの高い研修を提供している。12 月以外毎月 3週間（月、水、

金の週 3 日），ファイナンスからプレゼンテーションの方法、コミュニケーションスキルなど幅

広い範囲にわたって集中的に研修を行っている。 

  

■Latter& Blum入口

訪問先：Latter & Blum

所在地：430 Notre Dame St., NO LA

電話： 504 525 1311
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（２） Latter & Blum ヒアリング要旨 

  平成 26 年 12 月 3 日に米国の Latter & Blum 社へ訪問し、アプレーザルの実態等のヒアリング

や優秀なエージェントとの意見交換を行っている。 

 

【Haase 社長からの挨拶】 

 Latter & Blum の一員として、皆様をお迎えできることを心から感謝します。お忙しい中、特に当社

を選びご訪問頂いたこと本当に光栄に思っております。私は Richard Haase、みんな Rick と呼びます。

Latter & Blum の社長です。 

 Latter & Blum が母体となって、その傘下に色々な会社があります。住宅及び商業施設の両方を手が

けております。モーゲージやバンキングも扱っています。名義変更や不動産関係の保険も手がけており、

プロパティ・マネジメントもやっており、その数は１万2,000件にのぼります。エージェントの数は1,400

人、住宅と商業施設の両方をあわせて、売り上げは昨年１年間で 30 億ドルです。30 億ドルは多いでし

ょうか。皆様に比べれば多分小さいのではないかと思います。 

 2005 年にハリケーン・カトリーナが来てから、不動産・土地の動きは、今までと非常に違う動きを見

せております。自然の災害、それから人工的な災害などです。 

 皆様もご経験なさって、よくご存じだと思います。個人的に、福島の原発、津波、地震のあとの状態

がどうなっているのか、また、そのあたりの地域、土地の様々な問題点や今後どう復興していくのか個

人的に非常に興味があります。引き続き動きをチェックしていく予定です。 

 当社は、ルイジアナの下半分（南部）、それからミッシシッピ州、メキシコ湾に面しているエリアを

全てカバーしています。現在当該地域の不動産マーケットは非常に堅調だと言えます。価格が今のよう

に変動を見せることはなかったですが、今は価格が土地の実際の価値に見合って、非常に良い値段がつ

くようになってきました。 

 当該地域の不動産が非常に強いマーケットだと言える理由は、３つの産業セクターがあることに由来

します。一つ目はエネルギーセクターです。約 900 億ドルの価値の油田、ガス資源がここから車で３時

間ほど西にいったところにあり、活況を呈しています。二つ目はヘルスケアセクターです。今ニューオ

ーリンズでは様々なメディカル関係のプロジェクトが促進されており投資家にとっての大きな魅力と

■本社正面（二階建て） ■1916年に創立
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なっています。三つ目は観光セクター。ニューオーリンズは、皆様ご存じのように、文化的かつ多様性

に富んだ街です。アメリカでは文化的な意味で「第三の魅力的な街」と言われています。 

 この３つのセクターそれぞれに非常に大きな投資が動いており、それが健全なマーケットを作ってい

ます。そのおかげで雇用も創出でき、結果住宅需要も旺盛になります。 

 

 
  

■Haase社長による説明 ■Rick Haase社長
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［質疑応答・意見交換］ 

（Ｑ）アプレーザルについて担保評価もやられているということ。具体的には、調査するときの重要な

ポイントというのは何か？また、担保評価が出ないケースは具体的にどういうケースか？ 

（Ａ） 

 アプレーザルは私たちの会社ではやっていない。あくまで銀行のほうのアプレーザーに頼んで

やってもらうという形 

 大体予測した価格というのは私たちの経験から出すことができる。それをお客様に示して、同

じぐらいの値段でアプレーザルが銀行からおりるということがよくある 

 担保に比較物件がなく価格設定が難しい場合は、銀行とは異なる査定をすることがある 

 ニューオーリンズは、古い建物が多く、今まで古い建物に対して設定されていた価格と今現在

ほかの新しい地域で設定されている同じぐらいのサイズの家とでは単純に比較できず、比較対

象物件として適切なものがないという状況が起きている 

 

（Ｑ）Latter & Blum はニューオーリンズで代表的なシェアの高い会社だと思う。成長してきた理由は？ 

（Ａ） 

 理由は２つある。非常に大事な指針となっているものだ。一つ目はできるだけクライアントに

細かく対応できるよう、エージェントで小さなサイズのグループをつくっている。二つ目は顧

客にいい物件を紹介するだけの仕事ではなく、その結果コミュニティがさらに強化になること

を目指す。こういった目的を常に失わないようにしている、それが大きなポイントだ 

 過去の 99 年間の歴史の中で、エージェントに与える訓練、教育。これが常に一番ポイントに

置いているのはやはりコミュニティのことを忘れないようにするため 

 この過去４年の間に９社と合併している。吸収した９社は、我々のようなコミュニティを大切

にするというポリシーがなかったため成長が止まり我々は簡単に買うことができた 
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（Haase 社長からのＱ） 

 皆様が日本で、２つ も重大な課題・直面している問題を挙げるとしたら何になるか 

（Ａ） 

 日本では、教育。社員ももちろん大切だが。やはり人と人とのコミュニケーションというのが

一番大事 

 問題点としては各エージェントの実力に差があること。バランスのよいサービスを期待すると

いうことはなかなか難しい 

 

（Haase 社長） 

 我々も同様。力のあるエージェントに教育を受けさせることの難しさがある。バランスが非常

に難しいのは、こちらでも同じ 

 エージェントによっては、もう全く学ぶ必要がないと思って訓練を全く受けてくれない人も中

にはいる。そういう人たちを説得するのは大変。特に個人個人。コントラクター（契約者）と

して働いている場合は、彼らが自分でもうコミッションを十分に稼いでいる場合は、「何でた

だのコントラクターなのに、おまえのところの訓練を受けなければいけないのだ」というよう

な自信のあるタイプほど、特に難しい 

 結果は出しているが、それがお客様にとって本当にサービスなのか、本当にお客様が満足した

のかとなるとやはり問題が出てくる。よく説得するようにしている 

 

【トップセールスマンによる地域毎の不動産の説明要旨】 

 ガーデン・ディストリクト等のマネージャーを務めてい

る。当該地域では 45 人のエージェントが担当。担当地域

における今までの売買の合計はおよそ 9,000 万ドルから

１億ドル 

 「ブライト」と呼ばれる地域を思えば、高級住宅もあり

様々なスタイルの不動産がこの街には点在している 

 ニューオーリンズでは、平均価格は平方フィートを基準

に考えている。グレーター・ニューオーリンズ全体では、

現在平方フィート当たり 112 ドルになっている。同じま

ちの中でも高級住宅街あたりは、180 ドル程度と非常に

大きな価格差がある 

 本日視察にいくガーデン・ディストリクトエリアでは、

一番高級なところで 300 ドルから 700 ドルあたり 

 マーケットに物件がリストされる平均日数が 94 日間。一

方でこのガーデン・ディストリクトの物件は非常に人気

があるため、平均 44 日間となっている 

 グレーター・ニューオーリンズの平均売却価格は、2014 年 10 月の時点で 21 万 7,000 ドル。と

ころが、ガーデン・ディストリクトでは 47 万 8,000 ドルと非常に大きな価格の差がある 

 グレーター・ニューオーリンズでは、 初にマーケットに出してから実際に契約が成立するま

■トップセールスマンのポイント

（Karen Danner氏)
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で、平均で 5.9 カ月かかる。ガーデン・ディストリクトの隣にあるアップタウンでは平均 4 カ

月で契約は成立する 

 

【トップセールマンのポイント説明要旨】 

 常にリクルートをかけるマネージャーとして、どういう人材をエージェントとして雇うかは１

つのポイントになる。不動産の販売は、誰にでもできるわけではない。非常に向き不向きがあ

る仕事ではないかと考えている 

 新しいエージェントを雇う時、 初の面接でこの人が本当に不動産のエージェントとして向い

ているかどうかを判断するのは難しい。入社した後１年たってやっぱりだめだったというよう

なこともある 

 そんな中でエージェントとして一番大切なものは決意。それから熱意とポジティブな態度を維

持すること。これが非常に大事。また、仕事上の倫理観も非常に重要なポイント 

 常に将来を見据えて、毎日働く必要がある。細かいことに気を配ることも非常に大切。セール

スの経過で、あらゆる細かい部分があるべき状態になっているかどうかを常にチェックする必

要がある 

 Latter & Blum では、エージェントの教育に非常に力を入れている。そういうポイントを必ず理

解してもらえるようなカリキュラムになっている。ほかの不動産会社と比べ Latter & Blum 程教

育に力を入れている競合他社はいない 

 エージェントが自分でやらなければいけないセールスの細かい部分までしっかりと怠らない

ことも大事。ほかの人をあてにする等、誰かにやってもらおうというような考えではないこと

が重要だと考えている。一番大事なポイントは、そういう細かいことの積み重ねが結果的に大

きな売り上げに繋がるということ 

 自分から積極的にコミュニケーションをとっていくという態度も非常に大切。自分が Latter & 

Blum のセールスに協力しているという意識、つまり自分も一員としてやっているという気持ち

を与えることが大事。従ってコミュニケーションをこまめにとって、参加しやすいようにして

いる 

 また、様々なＩＴツールも活用するような状況にしている。Latter & Blum では、現在 先端の

ウェブサイトを活用している。技術的に 高レベルのウェブサイトを使って、エージェントが

自分を常にお客様にアピールできるようにしている 

 顧客へのフォローアップ・アフターサービスも大切。つまりコミュニケーションだ。顧客との

コミュニケーションは常に行う一方で、感情を入れすぎないこと、つまりプロフェッショナル

としての公平性を心がけることも大事 
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【ニューオーリンズにおけるアプレーザルの特殊性の要旨】 

 ニューオーリンズにおけるアプレーザルについて、当社の業務としてアプレーザルは行ってい

ない。一方エージェントは、銀行からのアプレーザルのプロセスをアシスタントという形でサ

ポートする 

 ニューオーリンズのマーケットは非常に多様性に富んでおり、価格差が大きいため、アプレー

ザルを行うときは、できるだけハーフマイル（約 800 メートルぐらい）の半径内でアプレーザ

ル用の比較可能物件を引っぱってくるようにする。つまりよく似たコミュニティから材料を引

っぱるようにしている 

 大体３カ月から６カ月以内の過去の販売結果をもとに、アプレーザルを行う 

 常に価格は平方フィートを基本に考えており、条件・状況、ロケーション及びサイズ、この３

つが決め手となる 

 宿泊ホテルのあるフレンチ・クオーターのように、ユニークな場所は小さくてもロケーション

がいいため、非常に高値がつく 

 ニューオーリンズは街が古く、もともとパーキングスペースがある物件が少ない。もし自分の

敷地内にパーキングがあれば非常に価値が上がる。ニューオーリンズでは敷地内に車庫がある

ことは贅沢だという感覚がある。平地には車庫がなく、フロアプランは非常に導線が悪いため

その場合はもちろん価格の下がるポイントとなる 

 アプレーザルをしてほしいエージェントとアプレーザーがまず物件の市場分析を行う。アプレ

ーザーよりもエージェントのほうがその地域には詳しいことが多く、 近どの物件がどのくら

いの価格で売れたという情報はエージェントの方がよく知っている 

 エージェントは、ただ単にアプレーザルを待つだけではなく、アプレーザルが正しく行われる

ような情報提供をすることでサポートをしている 

 大体、アプレーザルは、買い手がローンを組む金融関係者が雇う。従ってその金額を融資する

だけに足りる価値があることを確認する必要がある。アプレーザーはこの点を一番気にする 

 2014 年の春、多くの物件が実際のマーケットプライスよりも高い値段で取引されるという非常

に大きな問題があった。こういった事態をうまく調整するために、売る側がもう少し価格を下

げる・買う側が少し値段を上げるなど、うまく対処できるようにコミュニケーションを非常に

密にとった。もちろんバイヤーのほうは、アプレーザルで思ったような価格が査定されなかっ

た場合は、自由にキャンセルする権利がある。しかし多くの場合は、バイヤーも売り手も売れ

る形に持っていこうと協力しあう 
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［質疑応答・意見交換］

 

（Ｑ）１カ月当たり、ブローカーの人は何件ぐらい契約していて、手数料の率というのは１件当たりど

のぐらいか？ 

（Ａ） 

 45 人がオフィスにいるが、そのうちの 37 人は、コンスタントに案件を扱っている。そのうち

の 12 人が１カ月で 100 万ドルぐらいの売り上げを上げるトップのセールスマン。大体、こう

いったトップの人たちは１カ月に４件から５件のクロージングができるエージェント 

 コミッションについては、非常にばらつきがある。様々なパターンがあり、よく仕事をするエ

ージェントのほうが、会社からもっと高いコミッションをもらえるというパターンもあるため

一概にこれと言える決まったコミッションではない 

 

（Ｑ）顧客からもらえる手数料は？ 

（Ａ） 

 売り手のほうからもコミッションは入る。売り手は契約が成立した時点で６％をエージェント

に払って、それをエージェントが一旦会社に入れる。そこから割り当て分をもらうという形に

なる。基本的にリスティングをしているエージェントと、それからセールスをしているエージ

ェントは、大体半分半分で分けるようにしている 

 例えば顧客から３％の手数料をもらった場合、そこからエージェント同士が今までにやった仕

事の内容にあわせて按分するが、そのエージェントが会社からもらう金額については、去年ま

での 12 カ月間でどれぐらいの売り上げで会社に貢献したかをもとに、コミッションの割合が

計算される。従ってその 12 カ月間に非常に成績が高かった人は、高いコミッションをもらえ

る。特定のレベルまでの売り上げを上げた人は、100％を会社からもらえる。 

 すばらしいエージェントが次々とこの会社にやって来てくれる仕組み 

 

  

■Suzanne Lapin氏との意見交換 ■企業理念
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（Ｑ）リスティングで一番効果的な方法は何か？ 

（Ａ） 

 プロとしてのリスティングをするいくつかのポイントがある。エージェントの中には実際の家

をろくに見に行ったりせず、リスティングするケースが結構ある。Latter & Blum では、まず顧

客に会い物件を見るという当たり前のステップを踏む。その上で顧客の属性（職業等や収入状

況）も全て調べていく。基本に忠実に仕事をした上でリスティングするということがプロとし

ての条件だと考えている 

 しっかり準備をするエージェントが、一番成功しているエージェントだと言える 

 顧客がどういった仕事をしているかなど、バックグラウンドをすべて勉強してから準備をする

ことが大切 

 Latter & Blum では、インターネットのマーケッティングに非常に力を入れている 

 インターネットだけでも、物件を売ることができると言っても過言ではない 

 写真がとても大きな意味を持ってくる。非常にクオリティの高い写真を取るためにカメラマン

のいる会社と提携しており、写真は全て彼らに依頼している。すべての物件を非常にクオリテ

ィの高い写真で見せる形でウェブサイトに掲載している 

 

（Ｑ）実際にリスティングの依頼を数多く受けるため、工夫して重点的に行っていることがあるか？ 

（Ａ） 

 トレーニングとプロフェッショナリズム。やはり先ほども言った通り、プロとしてのトレーニ

ングを受けていないエージェントがこの街にはたくさんいる。そこが大きな違い 

 Latter & Blum は、市場の大きさと評判自体が既にリスティングをひきつける大きなポイント

になっている。新しい地域にシェアを拡大する、サービスを拡大する場合は、必ず今までやっ

ていたがどれだけの実績を上げてきたかを非常に強くアピールし、自分たちの会社が信頼でき

る会社であるということを常にアピールしている 

■会議では活発な質疑応答
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（Ｑ）南部の住宅実需以外に、いわゆる投資などの収益物件としてのニーズはあるか。それに対して期

待される利回りもあるのか？ 

（Ａ） 

 カトリーナのあと、ニューオーリンズの状況は年々回復している。我々にとって大きな魅力の

一つが映画産業。ニューオーリンズでは映画撮影を行っておりハリウッドに次ぐロケーション

として人気が高くなっている。セレブと呼ばれる人がニューオーリンズで次々に家を購入して

おり、大きなニーズの一つとなっている 

 観光業がニューオーリンズで一番大きなビジネスだが、それ以外にも非常に多様性のあるビジ

ネスがここニューオーリンズで可能になってきている。ＩＴ関係、ゲーム関係の分野での起業

を目的とした新しいジェネレーションＹ（アメリカ合衆国における 1979 年～1989 年出生の世

代）と呼ばれる若者たちが、今次々に移住してきており、これも一つの住宅ニーズになってい

る 

 こういった現象により、投資対象としてニューオーリンズの魅力が高まっているという見方に

つながっている 

 バイオ地区、または医療地区と呼ばれる場所があり、そこにルイジアナ州立大学の病院・ベテ

ラン（待機軍人）用医療機関など非常に大きな病院施設が建設されており、来年の末から 2016

年にかけて完成する予定。これも非常に大きな投資対象となってきている 

 バイオ地区だけで約１万人の仕事を生むと考えられている。（新しい病院ができれば、既存の

病院によるスタッフ充実・技術のレベルアップなど、新築の病院に患者が取られないよう努力

している。）医者など特別専門技術を持った人が、今ニューオーリンズを目指して次々と移っ

てきており、ニューオーリンズにとってプラスに働いている状況 

 

（Ｑ）そういった人たちが住むためのリースとかレンタルのニーズも旺盛なのか？ 

（Ａ） 

 小さな街なので、人口増加に対応して住宅を提供していく必要がある。人口が増加すると、家

の価格が上昇する。200 万ドル以上の価格の住宅は、2007 年には２軒しか売れなかった、2008

年には 11 軒売れた実績がある。年々更に高額な物件が売れるようなってきている 

 本日視察予定の物件は、ニューオーリンズの中でも特にハイエンドの価格が高いもの。800 万

ドル（８億円近く）の非常にユニークな物件 

 2006 年には、ガーデン・ディストリクトで、１平方フィート当たり 200 ドルから 250 ドルぐら

いの価格だった。今では 700 ドルまでにアップしている。宿泊ホテルのあるフレンチ・クオー

ターエリアとガーデン・ディストリクトの価格はロケット級に上昇している 

 

（Ｑ）Latter & Blum は大きなシェアを持っているとのことだが、リスティングする売りの手数料と買

いの顧客は、同じエージェントではなくても、会社の中のエージェントとしては、同じ物件で売

りと買いの両方ができるケースが増えるのではないか？ 

（Ａ） 

 実際にそういうことはある。Latter & Blum の土地をできるだけ売るように、エージェントは

努力をしており結果的にそういうことはよくある 
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 リスティングの売りのエージェントが重なり同じ Latter & Blum であっても、顧客がハッピーで

あれば、それは OK 

 

（Ｑ）その割合は結構多いのか？ 

（Ａ）全体で 12％ぐらいがそういったケースだ。エージェントの一人がガーデン・ディストリクト以外

の件を扱ったりすることもある。 

 

（Ｑ）ファミリー企業等の会社買収の際、被買収側のブランド力はどうするのか。ロイヤルティ等は？ 

（Ａ） 

 その地域に根を張って既にある程度評判を得ている会社もある。従って Latter & Blum のテク

ニックや評判も使いながら、彼らが今まで築いてきたブランドをそのまま生かせるような形を

とる 

 その地域に根ざして、名前を壊さないようにするためだけではなく、ビジネスとしては Latter 

& Blum の傘下、一部となっているため、Latter & Blum の●●という会社名にしている 

 

   ■記念写真 
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（３） Latter & Blum 物件視察 

  ミーティング後、同社営業マンの案内でガーデン・ディストリクトにある中古戸建物を見学し

た。1890 年代築の＄799.9 万（約 9.4 億円）の住宅である。物件概要は以下のとおり。 

 

 

  

■エリア：ガーデン・ディストリクト
■住所：1415 Third St, NO, LA
■1世帯用
■面積：10,516平方フィート

（3,205.32平方メートル）

■築年数：約150年前
■部屋数：ベッドルーム7

バスルーム（フル）6
バスルーム（ハーフ）2

■プールと庭

■物件写真

■庭園 ■モニュメント

■各部屋はシャンデリアで装飾
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■ベッドルーム ■リビングルーム

■スープラの実演
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[参考資料] 

○Key Box について 

Key Box の目的は、仲

介業者のサービス向上の

ために使用される。鍵へ

のアクセスが管理される

ことで、利用時間がタイムリーにわかり、柔軟性に富むサービスが可能となる。また、不動産売

買の過程における使用履歴の透明性があり、信頼あるセキュリティを確保できる。同様に売り手・

買い手双方の仲介業者の照会履歴・鍵の使用履歴を把握できる。 

Key management solution を提供する「Supra（スープラ）」という会社が仲介業者用にログイ

ン・照会するプラットフォームや、Infrared key と呼ばれるスマートフォン等の機器を使った赤

外線で開閉する鍵及びスマートフォン自体を鍵とするシステムを提供している。 

Supra は現在ＮＡＲ及び各地ＭＬＳにより運営されている。アメリカ・オレゴン州に拠点を置き、

会社の母体は UTC Building & Industrial Systems。Supra は United Technologies Corporation.

の１事業となっている。 

Supra だけではなく、Lock Box、鍵の保管等の一般運用についてのルールがＮＡＲの Handbook on 

ＭＬＳの中で必要事項として規定されている。 

［KeyBox 使用の流れ］ 

Supra を例にとってみると（大まかな流れのみ）； 

①仲介業者等は KeyBox（約 90 ドル）及び Displaykey/ Phone or USB Cradle Deposit（約 108

ドル）を購入（充電器（Cradle）は基本リース） 

②ウェブ上ブラットフォームでアカウントを作成し、鍵の在庫状況や履歴等を管理 

③業者はＭＬＳ加盟費を追加で支払うことで、Displaykey 等やオプションの購入/リースが可能 

④8：00～16：30 の間で鍵の出し入れ可能 

※KeyBox を購入・リースできるものは、リアルター会員、ＭＬＳ会員であるエージェントや鑑

定士等に限られる。 

  
MLSへの登録に伴い、鍵箱（「キーボックス」または「ロックボックス」）の設置を行うのが一般的である。

MLS会員であるエージェント（鑑定士も）であれば、鍵箱用のIDカードを与えられ、誰でも物件の鍵開けて屋内に入れる。

売主が留守中であっても、飼い主と共に物件を自由に見学が可能（事前のアポイントが必要なケースもあり）

ワシントン州(シアトル周辺）やニュージャージー州では、下記のような鍵箱の機能があり、仕組みが多岐にわたっていること
が伺える；

【事例】

州 解錠方法 入退出管理 その他

ワシントン州

（シアトル周辺）
鍵箱の解錠には、キー
パッドを使用。キーパッド
に暗証番号を入力して解
錠
キーパッドはエージェント
がMLSから年間約1万2千
円程でリース（地域によっ
ては、会費からリース費を
控除するシステムもある）

鍵箱を開けた瞬間に、
MLSの事務所を経由して、
売主のエージェントに電子
情報（解錠したエージェン
ト情報）が送信される

売主のエージェントは送

信された情報を元に、買
主エージェントにコンタクト
をとり、価格への感想や売

買申請の可能性をヒアリ
ングできる

ニュージャージー州 鍵箱の会社に登録した各
エージェント固有のIDカー
ド（携帯電話のよう なブ
ラックボックス）により解錠

このブラックボックス自体
が鍵になっており、はめる
ことで解錠できるため、暗
証番号を予め聞く必要は
ない

物件見学後にエージェン
トは名刺を置いて帰る

※カリフォルニア州も同様
の模様

■スープラ
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９９..  GGAARRDDNNEERR  RREEAALLTTOORRSS 訪訪問問  

（１） GARDNER REALTORS の概要 

 ルイジアナ南東地域及びミシシッピ

南部地域に根差した会社であり、設立

は 1943 年。24 のオフィスを有し 800

人以上のエージェントを抱えている。

100以上のコミュニティへ営業活動を

行う。事業は、住宅不動産、商業不動

産（リーシング含む）、企業へのリロ

ケーションサービス、アセット・マネ

ジメント（REO）、プロパティ・マネジ

メント、モーゲージ、保険、登記所調

査等。 

 当該地域において唯一の Leading 

Real Estate Companies of the World 、 Luxury Portfolio International 、  Board of 

Regents/Who’s Who in Luxury Real Estate 及び The Realty のメンバーであり、高級住宅・物

件のコンサルティングがワールドワイドに可能。  

 なお、Luxury Portfolio International は Leading RE の一部門。40 カ国以上のラグジュアリ

ー物件の紹介が可能であり、各サイトも多数の言語に対応している。Long & Foster もメンバー

であり、Leading RE から数々の賞を例年受賞している。その特異なサービスのおかげで、全米

の上位 1%の不動産業者であり続けている（同社 HP より）。 

  

■GARDNER REALTORS入口

訪問先：GARDNER REALTORS

所在地：7100 Read Boulevard, NO LA

電話： 504 242 9500
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（２） GARDNER REALTORS ヒアリング要旨 

  平成 26 年 12 月 3 日に米国の不動産会社 GARDNER REALTORS へ訪問し、ニューオーリンズのＭＬＳ

の仕組み等についてのヒアリングを行っている。 

 

１) ＭＬＳの概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典（上下）：ＮＡＲホームページ及び日米不動産協力機構資料 
  

MLSデータ相関図 【MLSによる情報提供】

MLSの情報提供が充実している背景として、全米の
あらゆる不動産物件の履歴情報サービスと連動して
いる点も挙げられる。

過去の売買履歴や周辺の地域情報、地盤情報、市
場分析レポートなどを入手することができる。

この連動した情報提供は、消費者が安心して購入
判断ができる 大の理由であり、取引の活性化や市
場を急拡大させた要因となっている；

★連動しているデータ：

成約情報、過去売却履歴、過去の所有
履歴、固定資産税税額、課税評価額、物
件情報、抵当権設定額（ローン借入額）、
過去の売買に関わった権原保険会社等

権原・契約・決済

一般消費者

買い手エージェント

MLSMLSMLS

売り手エージェント

物件情報登録
（設備・写真・売出価格等）

不動産会社HP

IDXデータ互換

パブリック(公開型)
MLS

メンバー制
MLS

消費者向け不動産情報サービス

・・・・・ NAR

法務局

タイトル会社

不動産(履歴)DB情報サービス

各種情報サービス

税金・登記記録・公園etc

デモグラフィー・学区情報
マーケット情報等

【MLSとは】

各エリアのMLS運営会社（民間会社）が運営する、物件情報の登録、情報検索・交換システムのこと。

全米統一ではなく、各地域ごとに運営されており、約900存在するとされる。（2012年９月現在）

一つのカワンティに対して。1～複数のMLSが存在しておりエリア重複はしていない

MLSの運営会社（通常、「○○（エリア名）MLS社」というような名称）は、MLSシステムの運営のほか、事業者教育、キーボッ
クスの販売、契約書の標準化・法令更新対応等の事業を行っている。

MLS社は毎月企業（ブローカー）および個人エージェントからの会費（通常、30～50USドル程度） /月額）で成り立っている。

【MLSの会員にできること及び会員の義務】

エリア内のリスティング物件情報が全て閲覧できるほか、キーボックスを解錠する権限が付与される。

不動産事業者は、各地域のMLSに加入しなければ物件情報も見られなければ、物件の鍵を解錠することもできなくなるた
め、実質的に営業ができないという独占的な仕組みを構築しており、事業者はほぼ強制的にMLSが定めたルールに従って、
不動産取引を行っている。 ⇒ この独占性と排他性、情報の高い透明性がMLSの特徴ともいえる

MLSの会員は、専任媒介契約後、24～28時間以内に物件情報を登録することが義務付けられている。違反した場合、
MLS会員の資格剥奪などの罰則がある。

【地域を跨ぐMLSリスティング物件の仲介】

MLSに掲載されている物件は、リスティング番号という独自のIDを保持しており、過去の販売状況の履歴が追える仕組みと
なっている。（売出価格の変更回数、時期、期間等）

MLSはエリア単位での運営となるため、会員は自分のエリアの物件の閲覧はできるが、他のエリアのリスティング物件は限定
的にしか閲覧することができない。

商習慣として、原則アメリカのエージェントは、自分のMLSエリア以外の取引は自ら行うということは稀であり、自分のエリア外
の顧客の売却・購入については、該当するエリアのエージェントを紹介し、そのエージェントから「紹介料」という形で手数料
を得るのが一般的。

紹介料の相場は通常、エージェントに支払われるフィーの20～25%程度。
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２) エージェントへのヒアリング 

 

【Glen Gardner 氏からの挨拶要旨】 

 今は妹と二人で過去 71 年間ずっと Gardner 一族で担ってきたビジネスを継承できることを誇

りに思う 

 ルイジアナ州及びミシシッピ州の中で、どこの傘下に入らず独立してローカルで経営している

不動産の中では、いちばん大きな会社 

 不動産は、土地に根ざしたビジネスだと我々は考えている 

 ローカルの家族で地元に密着した形でビジネスができることは、非常にすばらしいことである

一方で海外とも様々なコネクションがある 

 

【Karon 氏よりニューオーリンズの特性についての説明要旨】 

 ニューオーリンズ及びルイジアナは不動産のビジ

ネスにおいて、 高レベルにあると言っても過言で

はない。不動産だけに留まらず、経済的な開発等

様々な面で今上げ潮に乗っている状況だといえる 

 統計でも、旅行関係の雑誌でもニューオーリンズは

「アメリカ人がいちばん好きな街」に選ばれている。

経済発展においても、特にビジネス関係の施設では

トップに選ばれている。「ファイナンシャルタイム

ス」でも「これからいちばん未来が開けていく街」のトップ５に選ばれた。「サザン・ビジネ

ス・デベロップメント」、という専門雑誌でも「これからのビジネス開発においてニューオー

リンズが一番」だと言及している 

 アメリカのある労働局関連の統計ではニューオーリンズの正規従業員の数の増加率が全米で

一番という結果が出ている 

 仕事の種類も増え、人の出入りも活発なニューオーリンズの未来は非常に明るいといえる 

 ルイジアナでは、 近映画の撮影がよくあり、エンターテイメント業界、映画業界の協会があ

り、様々なプロジェクトを行っている。ハリウッド以外のところで、もっとも映画の撮影が行

■GARDNER REALTORS本社 ■Glen Gardner社長

■Karon Reese氏
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われているのは、「南部のハリウッド」といわれているここニューオーリンズ 
 もちろんそれが不動産にも、非常にいい影響を及ぼしている 

 

【Karon 氏よりＭＬＳについての説明要旨】 

 ＭＬＳは基本的に、様々なリスティングを全て一つに統合することで、エージェントも顧客も、

一つの場所で全ての物件を見ることができるシステム 

 全員それぞれのＩＤとパスワードがあてられており、サインインをすれば、設定した内容で、

自分が扱っているものだけが閲覧可能。例えば、どれがいまペンディングになっているか等一

目でわかるようになっている 

 「ホットシート」と呼ばれる機能があり、今話題になっている 新情報がそこにアップされる

ような機能もある。フィルタ機能がついていて過去２日間、または昨日のみまたは今日のみと

いうようにカスタマイズして、遡及的に物件を閲覧可能 

 
■ＭＬＳ（画像説明） 

 いくらでリストされたものが実際いくらで売れたという情報も見ることができる。その他売れ

た物件の平方フィートの価格、買った人のモーゲージのレートなども全てみられるようになっ

ている 

 機能により、リストしたエージェントと売ったエージェントも見ることができる 

 地域別に検索もできる。例えば「住居」というタブを選び、「フレンチクォーター」という地

域を選ぶ、これだけでリスティングが見ることができる。その他「一戸建て」など条件も追加

できるし坪数での検索も可能 

 基本的にＭＬＳは、不動産の関係のプロのためだけにフォーカスして作られ、リスティングさ

れているものの情報が集まっている。一般の人がアクセスして見るには、エージェントがＭＬ

Ｓのものをダウンロードして、お客様に送るという形になる 

 例えば顧客が家を探しているとき、エージェントのウェブサイト、またはこの不動産会社のウ

ェブサイトに行き、この中からエージェントが選んだものが、エージェントのウェブサイトに



 

 74

まとめられており、顧客はエージェントに連絡をとる形を取るのであって、顧客が直接ＭＬＳ

を見て選ぶということはない、あくまでこれはプロのための情報 

 オフィスの総務担当が事務的な情報入力や案件クロージングの処理をＭＬＳにアップデート

してくれる 

 ＭＬＳを見れば、どのエージェントが１カ月間でいくら以上の家を売ったということが全部出

てくる。それぐらいすべての情報が集められている 

 別のエージェントがリスティングしている物件を、自分の顧客に「こういう家がありますよ」

と出したいときは顧客に渡せるように、リスティングしたエージェントの名前が入っていない

ようなレイアウトにし、簡単な地図を一番下に載せて渡すなど細かい設定も全部ＭＬＳでする

ことができる 

 表示の仕方も選べる。社内専用、顧客に渡す用、自分が取っておく用など、用途によって項目

やビューを変えられる。例えば「ベッドルームが３つあるものだけを見たい」等条件を設定し

て、フィルタリングすることも可能。５つだけ結果が出てくれば、これを広さという条件でフ

ィルタリングできる 

 例えば売りの顧客が来れば、ＭＬＳでその地域で過去 10 カ月間に、「こういう規模家がこの値

段で売れている」とすぐ選び出して、参考として出すことができる。地域の中での平均を出し

フィートあたりの値段もすぐ出る。従って、リスティングするときの値段の目安にできる 
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［質疑応答・意見交換］ 

（Ｑ）お客様に資料として出すときに、リスティングに平均何分ぐらいかかるのか？ 

（Ａ） 

 Comparative Market Analysis（いわゆる CMA）は、15 分ぐらいでできる。もちろん顧客が何

を売るかで載せる情報が異なってくるため、個別にプレゼンテーションの内容を全部作るのに、

どれぐらいかかるかは不明。規格だけでもそれぐらいでできてしまうので、そんなに長い時間

はかからない 

 

（Ｑ）顧客もＭＬＳの簡易版をどこかで見ることができるのか？ 

（Ａ） 

 顧客には顧客用のコンテンツをスマートフォン等で見ることができるものを用意している。Ｍ

ＬＳには原則顧客は直接、例え簡易版でも入れない。これはあくまでエージェントのみで、プ

ロだけが見ることができる 

 会社全体のウェブサイトの中に各エージェントのページがあり、各エージェントの名前がアド

レスの中に入っており目当てのエージェントが選んだ物件などがそこに表示されている 

 エージェント独自のウェブページが作れるため、会社のサイトまで行かなくても、直接エージ

ェントのウェブサイトへ行き、依頼することが可能 

 

■意見交換                    ■個人デスクの表彰楯              

 

（Ｑ）エージェントに選ぶというのは、そのエージェントに多様な情報（他のエージェントのリスティ

ングも含め）を上手く選んで欲しいということなのか？ 

（Ａ） 

 その通り。ＭＬＳとは結局エージェントのはしごをせずとも、一人のエージェントがほかのエ

ージェントが扱っているものも引っ張ってくることができるためのウェブサイト 

 iPhone 等のアプリで、気にいったエリアを iPhone のカメラで見れば、その地域で売っている

ものをフォローアップできる。写真付きで。「今いる道で」といって検索すると、即時に情報

が出てくる 

 アンドロイドでも iPhone でも、GPS を使うためこういった機能が使える。もちろん iPad やタ

ブロイドでも使用可能。地域を限定することもできる。ブラックベリーではできない 

 顧客が探したいときに、探すことができる、そのために作ったもの。つまりエージェントはＭ



 

 76

ＬＳを使い、顧客が見ることが出来る情報を少しでも用意しておく 

 

（Ｑ）今のその機能は、ＭＬＳの機能か？ 

（Ａ）これは Gardner Realtor のアプリケーション 

 

（Ｑ）ＭＬＳをプロが使う場合、かかる費用は１アカウントあたり一ヶ月でいくらか？ 入会費用など

の初期費用も含め。 

（Ａ） 

 １年間 390 ドル、固定。50 戸リスティングしようが、2戸リスティングしようが、値段は変わ

らない 

 不動産の組織に加入するフィー（プロとして認めてもらうため）の金額はかかる。オフィスに

ブローカーのフィーも払わなければいけない 
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  優秀営業マンである彼女は GARDNER REALTORS のトレーナーでもあり、地域でトップクラス

のエージェントが彼女のトレーニングを受けている。ＮＡＲのコンベンションでもゲストスピ

ーカーとして招待された経験も持っている。10 年前から不動産仲介業に従事している。商業施

設ではなく主に個人住宅の仲介を担当している。 

 

【優秀営業マンの女性による説明要旨】 

 いいエージェントになるには、素晴らしいエージェントの下で 初に学ぶことがとても大切。

長年やっているトップセールスの人がたくさんおり、誰の下につくかによって、自分がどうい

うことを学ぶかが大きく変わる 

 自分はスタートポイントのところで非常にいいエージェントの下で学ぶことができたのでラ

ッキーだった 

 初はオープンハウスへ見学に来た人の名簿管理を取るような仕事からスタートした。自分の

トレーナーが、顧客と話している内容を部屋の端で静かに聞いていた 

 住宅は商業施設と異なり、非常に顧客の感情部分に大きく影響する要素が多い。尊敬していた

エージェントが、顧客とどういうコミュニケーションの取り方をするのかを観察できたことが

プラスだった 

 ニューオーリンズのエージェントには、基礎がなっていない人がたくさんいる。自分は素晴ら

しい先輩から顧客対応やコミュニケーションの基礎を学べたことが実になっている 

 時間に限りはあるが、現状に満足せずエージェントとしての 低限の訓練・教育を今でもなる

べく受けようとしている。年に３カ月、３日～４日程必ず、（ニューオーリンズ以外のところ

でも）州政府主催のセミナーやプログラムに積極的に参加し、レベルアップを心がけている 

 GARDNER REALTORS で基本的に決められているのは、12 時間の現場の時間と、90 時間のクラス。

これが 低限の必要条件だが、それだけでは対顧客の準備として全然十分ではない。自分から

積極的に様々なトレーニングを受けに行くこと、そして師匠と呼べる人を持つことが大変重要

なこと 

 そして何より一生懸命働くことが大事。自分は１週間に 60 時間～80 時間ぐらいは 低働いて

いる 

 ニューオーリンズで一番好きな不動産業者、またはエージェントに投票するという主旨のアン

ケートで、過去３年間ずっとトップの座を獲得している 

■優秀エージェント（Katie Witry氏）
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 GARDNER REALTORS が彼女用にオープンしているウェブサイトとは別に、自分がセットしたウェ

ブサイトを持っており、そこに今までの業績を載せている。基本的に１週間に１軒売っている 

 カトリーナのあと、２カ月ぐらい街が正常に機能していない時も、ほかの地域の人はリスティ

ングを見ることが出来るため、その時期に来た照会には対応し、売却仲介もした 

 バイヤーには５世代の人種がいる。第二次世界大戦を経験した 80 代、団塊の世代、ジェネレ

ーションＸ（アメリカ合衆国における 1961 年から 1981 年に出生した世代）、ジェネレーショ

ンＹ（アメリカ合衆国における 1979 年から 1989 年に出生した世代）、ミレニアル世代（アメ

リカ合衆国における 1980 年代から 2000 年代初頭に出生した世代）である。それぞれの世代へ

のマーケティング手法は、必要に応じて変えることが重要である。ウェブサイトがあっても、

ご年配の方には必ず紙媒体で、見ていただけるようなものも用意するようにしている。ニュー

オーリンズには、カトリーナの後新しく移ってきた人の 70％はミレニアル世代の若年層であり、

30％ぐらいが団塊の世代 

 ここまで営業マンとして、理解できるようになるには 10 年かかったが、もっと自分をブラッ

シュアップすることで、多様なお客様に対応できるように心がけている 

 昨年の成績は 1,700 万ドル（約 17 億円）で約 56 軒を売却した 

■記念写真
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（３） GARDNER REALTORS 物件視察 

  ミーティング後、同社営業マンの案内でフレンチ・クオーターにある戸建て物件を見学。 

 築約 150 年で＄152 万（約 1.8 億円）の住宅である。物件概要は以下のとおり。 

 

■エリア：フレンチクオーター
■住所：1031 Orleans AV. NO LA
■1世帯用/3階建て
■面積：4,600平方フィート

（427.80平方メートル）
■建築年数：約150年前
■部屋数：ベッドルーム4

バスルーム（フル）4
バスルーム（ハーフ）1

■建物全景 ■エントランス
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 ■現地案内看板

■リビング ■バスルーム

■物件説明
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１１００..  ママイイアアミミ訪訪問問  

（１） 国際金融としてのマイアミ 

  マイアミは長年、南アメリカの玄関口（ゲートウェイ）として広く知られてきた。昨今では欧州、

アジア、中東との強固なつながりを通し、グローバル都市としての立ち位置をさらに確かなものにし

ようとしている。1,110 億ドルを超えるビジネス取引にその傾向が顕著に反映されている。中国、ブ

ラジル、スイスは 大のビジネスパートナーであり、マイアミ国際空港は、国際貨物において取引量

が全米ナンバーワンである。 

  200 以上を超える米国の多国籍企業のオフィスがマイアミのダウンタウンを拠点としており、国際

ビジネスにおいて南アメリカや欧州の顧客・取引先との折衝拠点として、戦略的に利用されている。

その他マイアミのダウンタウンが拠点として選ばれる 大の理由はアクセスのよさが挙げられる。マ

イアミ国際空港は、車や空港トランジットリンクでおよそ 20 分の距離であり、米国で 2番目に大き

な空港であるマイアミ国際空港は、ノンストップで 134 の就航地にサービスを展開している。また、

200 以上の直行便が世界各地の主要国際都市とマイアミを結んでいる。 

  また、国際金融としてのマイアミのプレゼンスも近年目立つようになってきている。フロリダ州の

重要な経済推進力のひとつに、国際銀行業務が挙げられる。マイアミのダウンタウンは、ニューヨー

クに次ぐ米国 2番目の規模を持つ国際金融センターであり、南フロリダに位置する 70 の銀行のうち

60 以上はブリッケル金融街にある。これらの金融機関は、米国内の銀行の国際部門だけではなく、4

大陸にまたがる 18 カ国からの外国の銀行の支店や金融機関も含まれ、マイアミは世界でもっとも重

要な国際金融の中心地として認められている。国際銀行業務はマイアミを国際貿易、金融、クロスボ

ーダー取引における専門知識とノウハウの中心的存在となることにも貢献している。国際銀行は対応

する関係機関（外国銀行および米国の銀行）を通じて輸出入ローン、SBA ローン、ファクタリングや

フォーフェイティングを提供。こうした活動により地元企業は輸出事業の資金を調達することができ、

海外企業は米国内の物品を購入するためのローン資金を信用貸付枠として利用されている。 

 出典：Miami Downtown Development 

Authority ホームページ 

 

  

■ブリッケルシティーセンター
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（２） 新築分譲コンドニミアム視察 

  平成 26 年 12 月 5 日にディベロッパーである Fortune 社を訪問している。Keyes 社の藤原氏ととも

に Fortune 社・社長 Monica Defortuna 氏と Daiana Queceno 氏等にマレーシアのスワイヤーグループ

が出資して建てた新築分譲コンドミニアム（マイアミ・ブリッケルシティセンター）を案内頂きなが

ら、ビジネス近況等をヒアリングした。 

 

 
 
【Diana Quieceno 氏からのブリッケルシティセンターの説明要旨】 

 ブリッケルの郵便番号はアメリカで も年間売買の多い郵便番号。過去７年で 80％人口が

増え、2007 年の１万 5000 人から 2014 年は 8万人にまで増加している 

 ブルッケルにはマイアミから 13 万 5000 人の人が働きにきている 

 人口密度が高く、人口も多い。すべてのユニットにおいて平均稼働率は 97％、空室は 3％

のみ。住宅販売価格の平均は平方フィート当たり 600 ドル 

 2014 年 12 月時点で住民の平均年齢は 35 歳。ここは投資家にとっては人口動態的な数字も

ポジティブで、いいエリア。毎年数字で見ても好調 

■低層階のショッピングセンターの模型■ブリッケルシティセンターの模型

■クリックすると室内CG画像に ■間取り図
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［質疑応答・意見交換］ 
（Ｑ）ここを買った場合、賃貸に出すと思うが、利回りはどれくらいか？ 

（Ａ） 

 ここは管理費がかかるため利回りは高くない 

 管理費は 1平方フィート当たり 77 セント。このエリアにしては、かなりリーズナブル。

管理費には専用の駐車スペース１台分が含まれており、プールや施設内のアメニティを全

部使用できる。お金をかける必要がないことをわかっている 

 賃料でお金を取るエリアではなく、値上がり率でお金を取るエリア 

 こことは逆に、例えばドラールというエリアでは賃貸でお金を取る。ただし値上がり率が

ここに比べるとさほどない。これはエリアの違い 

 
 
  

■物件説明

■模型（ブリッケルセンター） ■意見交換風景①
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（Ｑ）賃貸で回すのではなく、結構投資が多いということか？売り買いで回すと住まない住宅も出てく

るのか？  

（Ａ） 

 賃貸で回さないで、売り買いで回す 

 住まない空室もたくさんある。この近くのビルも、フォーチュンが手がけたものだが、冬

の間のみ別荘地として来る方がほとんど。住んでない方が多く貸す人もいる 

 

（Ｑ）買っている人というのは、アメリカ人か？ 

（Ａ） 

 まったく違うタイプのバイヤーが世界中から来る。いちばん多いのが南米。アルゼンチン、

ベネズエラ、メキシコ、コロンビア、ペルーがここを購入される一番のバイヤー 

 ここで働いている方で、毎日１時間２時間かけて通わないという方も多い 

 北西部からのローカルの方やワシントン DC、カナダの方もおり、イタリア、スペインなど

のヨーロッパからもいる 

 日本人もいる。我々は様々な顧客がいることをとても誇りに思う。投資として賃貸に回す

方もいれば、自宅としてではなく冬だけ来て別荘などとして使っている人もいたりなど、

さまざまなお客様がいる 

 

（Ｑ）値上がり率というのは年間どれぐらいのパーセンテージか？ 

（Ａ） 

 年間 30％ぐらい 

 ブリッケルというのは外れがないエリア。例えばリトルハバナに投資しても、値上がりは

ないと思うが、ここは値上がりをする 

 スワイヤーは経済危機時においても危機に直面したことがない唯一のディベロッパー。そ

れはとても重要なこと 

 以前にマーケットがクラッシュしたとき、すべての工事が止り、値段が下がった時がある

が、スワイヤーのプロジェクトだけは、値段が１回も下がらなかった 

 その主な理由は、自己資金で建築を行う点にある 

 ほかのディベロッパーは、工事をするのにお金を借りる 

■意見交換風景② ■フォーチュン社幹部
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 ここは 2015 年の 11 月か 12 月に完成予定。プロジェクト全体は 11 月から 1年で完成 

 通常は売り出しして、建ち上がるまでに３年から４年かかるが、これは売り出しから建ち

上がりまで、だいたい１年 

 
（Ｑ）このショッピングセンターもどこかに売るのか？ 

（Ａ） 

 ショッピングセンターのリースは 80％完売している 

 30 万平方フィートは既にリース契約されており、20 万がリストされている 

 50％以上がリースされており、契約済み 

 

  

■モデルルーム（リビングルーム） ■モデルルーム（バスルーム）

■モデルルーム（キッチン）



 

 86

（Ｑ）所有権をまたどこかの会社に売るということはしないのか？ 

（Ａ） 

 しない。建ち上がりまでしない 

 建ち上がってクローズすれば、次の日に売っても可能。建ち上がりまでは、途中で売り買

いはできない 

 商業施設（コマーシャル）は 50%以上がリース契約済み。商業施設はリースだけで売らな

い 

 所有権はスワイヤーグループがそのまま持っている 

 今持っているコマーシャルスペースは売る予定はない 

 アジアで常に成功しているやり方をアメリカにも適用したモデルで、コミュニティ全体を

開発する。売るのはレジデンシャルのみで、そのほかすべてはスワイヤーがキープする仕

組み。ショッピングセンターやオフィスビルはキープ。それがスワイヤーのやり方 

 他のディベロッパーのやり方は違う。ほかのディベロッパーは物件を売るが、スワイヤー

だけは、レジデンシャルしか売らない 

 このビジネスモデルでは、スワイヤーがパートナーのようでもあり、我々にとってもそれ

は非常にいい 

 スワイヤーはプロジェクトが完了したらもう終わりということはなく、その後も留まる。

それがもっとも大事なこと 

 

  

■Monica Defortuna氏と藤原氏
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（Ｑ）スワイヤーがここに来るきかっけは？  

（Ａ） 

 もともとブリッケルキーというプロジェクトでスワイヤーがきた 

 その島のプロジェクトが１番目となる 

 

（Ｑ）自分で買付けをするのか？ 

（Ａ）買い付けをする場合もある。それだけだと売れないので、何百社もある他の会社に頼み顧客を連

れてきてもらう 

 

（Ｑ）総事業費というのはどれぐらいか？ 

（Ａ）1.5 ビリオン。今米国中で建築中のプロジェクトの中でいちばん大きいものになる 

 

  

■記念写真



 

 88

 

 

  



 

 89

 

 
  



 

 90

 

 



 

 91
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I. Introduction – Real Estate Transaction in Japan‐ 
1. Large Role of the Real Estate Industry in Japan 
The  real estate  industry plays a  large  role  in  the creation and maintenance of  living and urban 

environments  comprised  of  residences,  offices  and  other  properties  that  are  the  foundation  of 

people’s  lives and  corporate activities. The  real estate  industry has  supported  the growth of  the 

Japanese  economy  through  the  supply  of  quality  detached  housing  and  condominiums,  the 

revitalization  of  cities  and  regions,  the  development, management  and  operation  of  office  and 

commercial facilities, as well as through real estate securitization and other businesses. 

According to the Annual Report on National Accounts, the real estate  industry comprises more 

than  10%  of  the  gross  domestic  product  (GDP).  Additionally,  the  added  value  per  employee 

according  to the  fiscal 2012 Financial Statements Statistics of Corporations by  industry was 17.58 

million yen (6.66 million yen for all industries). Thus compared with other industries the real estate 

industry enjoys a higher perch and holds a vital position within the Japanese economy. 

    
   

Residences play an important role as a cornerstone of domestic demand and in order to adjust to 

diversifying housing needs resulting from changes in household composition and lifestyles, there is 

a  need  to  establish  a  high‐quality  stock of  residences  that  are  excellent  in  terms  of  earthquake 

resistance  and  environmental  performance,  while  also  repairing  and  rebuilding  aged 

condominiums. 

 

Value added per employee
In 2012 (in million yen)

Real Estate

17.58 6.66

All Industry

>
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2. Real Estate Transactions Based on the Law   
The  real estate  industry  is comprised of  four domains; 1) Transactions, 2) For‐sale Property, 3) 

Leasing and 4) Development. 

As for real estate transactions, its primary role is the selling and purchasing, transfer of land and 

buildings,  intermediation  on  leases  and  sales  brokering  of  for‐sale  homes.  Transactions  involve 

providing customers desiring to sell real estate with appraisals that  indicate the proper sales price 

for  the concerned property and  related sales activities as well as providing customers desiring  to 

buy a property with property  information  that meets  their  requirements. Real estate  transaction 

brokers work to ensure that the sale and purchase, etc. of real estate – such as concluding contracts 

and delivering properties – proceeds smoothly and appropriately.   

For  the  safe  transactions,  the  brokering  of  real  estate  sales,  purchasing,  transfer  or  leasing 

requires a  license designated by the Building Lots and Buildings Transaction Business Act. This  law 

stipulates various matters concerning brokering to secure consumer protection and  fair trade and 

these  include the system for  licensed real estate brokers,  items to  include  in a brokering contract, 

compensation  restrictions,  and  matters  regarding  advertisements  and  explanation  of  material 

matters.   

The total number of existing homes is higher than the total number of households and conditions 

are improving for further vitalization of the transaction market for existing homes. When the Basic 

Act for Housing was enacted in 2006, it was decided that the focus of the Japanese housing policy 

would transition from quantity to quality.   

 

【Appendix : Four Industry Groups in the domain of real estate transaction】 

1) Association of Real Estate Agents of Japan (Fudosan Ryutsu Keiei Kyokai, or FRK) 

Number of members is approximately 300 companies as of 2014. 

2) National Federation of Real Estate Transaction Associations 

Number of members is approximately 98,000 companies as of 2014. 

3) All Japan Real Estate Association 

Number of members is about 20,000 companies as of 2014. 

4) Japan association of home suppliers 

Number of members is approximately 1,370 companies as of 2014.   
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3. Modernization of Real Estate Transactions 
The  real  estate  transaction  (brokering)  business  involves  the  brokering  of  land  and  buildings 

through  their buying,  selling  and  leasing.  The  capital  requirement of  this  transaction business  is 

relatively small and there are strong local characteristics and elements needed. As a result, this field 

used to be dominated by small local players until major real estate firms entered in the mid‐1960s. 

There  are  roughly  124,000  companies  with  licenses  based  on  the  Building  Lots  and  Buildings 

Transaction Business Act, but most of these remains small and medium‐sized companies specialized 

in brokering. Most of  their work  involves acting as an  intermediary  for  the buying and  selling of 

existing  homes  and  renting  of  apartments  and  other  housing.  However,  large  brokers  are  also 

involved  in brokering  the  sale of  large buildings and acting as  the  sales agent  for new detached 

housing and condominium projects built by developers. 

The  license system  for “management agents” who  involved  in  the management of  leased  land 

and  housing  was  established  in  1952  with  establishment  of  the  Building  Lots  and  Buildings 

Transaction  Business Act1.  The  number  of  companies  rose  dramatically  through  the  early  1970s 

with  the  concentration  of  industry  and  the  population  in  major  cities  and  growth  in  housing 

demand. There are number of  factors behind  this and  they  include: 1)  Increase  in housing  stock 

including  owner  occupied  homes  used  for  long  period,  2)  The  steep  increase  in  the  supply  of 

condominiums  from  the  early  1970s,  3)  Reinforcement  of  the  attitude  that  a  person  seeks  to 

change  residences  in  line with  life  stages.  This was  right  around when major  companies  began 

entering  the  industry. Along with modernizing  the  real estate  transaction business,  this served  to 

bring the business under the eye of society including the coordination of roles and responsibilities 

among major as well as small and medium‐sized players. 

【History of Building Lot and Building Transaction Firms】 

 
Note: A  graph  is  re‐created by  FRK based upon  the  report of Real  Estate  in  Japan 2014. Original  source  is  from Website of 

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.   

                                                  
1 The  Building  Lots  and  Buildings  Transaction  Business  Act  provides  regulations  including  restrictions  on  part  of  the  sell  and 
purchase contract content from the viewpoint of consumer protection in spite of the provisions of the Civil Code. Specifically, the 
law provides  limits to the amount of earnest money and cancellation penalty, etc. The brokering of real estate sales, purchasing, 
transfer or leasing requires a license designated by this act. On the other hand, the act has no special regulations on the content of 
lease contracts and subsequently when operators themselves lease, the designated license is not needed. 
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Real estate transaction intermediation or brokering involves a party taking a position between 

two parties to the sale or lease transaction and acting to bring the contract to conclusion. The 

broker contract2  sought to clarify a situation apt to cause trouble due to contractual relationship 

being traditionally unclear. The 1980 revision to the law sought to overcome this situation by 

requiring documentation for certain items concerning the content of the broker contract and to 

clarify the contract relationship. In addition, with regard to the exclusive broker contract in which 

the contracting party cannot ask multiple companies to act as its broker or agent, the law called for 

parties to register as much information as possible on the purchases on an information network 

organization and to disclose information so that conclusion of a contract could be promoted. Eight 

industry bodies, including the FRK, support this information network organization.   

【Flow of Real Estate Brokerage Work】 

 
Reference: Report of Real Estate in Japan 2014 by the Real Estate Companies Association of Japan. 

 

   

                                                  
2 There  are  3  types  of  brokering  contracts  set  by  the  Building  Lots  and  Buildings  Transaction  Business  Act  ;  1) Open  Listing 
Agreement, 2) Exclusive Agency Listing Agreement and 3) Exclusive Right‐to‐Sell Listing Agreement. Open Listing Agreement  is a 
non‐exclusive agreement and clients may ask brokerage to more than one real estate broker. Exclusive Agency Listing Agreement is 
an  exclusive  agreement where  clients may not  ask brokerage  to more  than one  real  estate broker.  Transactions based on  this 
contract required the brokers to report business processing conditions and register listings with REINS. Also the contract period is 
limited to 3 month at longest. Exclusive Right‐to‐Sell Listing Agreement is the exclusive agency listing agreement with an exception 
which forbids clients to conclude an agreement with the other party that clients had found by themselves. Transactions based on 
this contract required the brokers more  frequent reporting and more restricted rule of registration with REINS compared to the 
exclusive agency listing agreement. 
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【Comparison : Flow of Real Estate Brokerage Work in USA and Japan】 

 
Note: created by FRK based upon disclosed information   
Reference: Home Page of National Association of REALTOR 

 
4. Development of “REINS” 
In 1986, the Ministry of Construction  (currently, Ministry of Land,  Infrastructure, Transport and 

Tourism)  established  the  Real  Estate  Information  Network  System  (REINS)  in  order  to  foster 

cooperation  between  information  network  organizations.  On  the  other  hand,  with  the 

implementation of dedicated exclusive brokers contracts  from 1990,  transactions based on  these 

contracts required the broker to register with an  information network organization designated by 

the  then Minister  of  Construction.  In  correlation with  this,  it  became  necessary  to  prepare  an 

information  system  and  to  organize  and  integrate  the  information  network  organizations. Using 

REINS,  information  network  organizations  integrated  by  supply/demand  region  were  newly 

designated  by  the  Ministry  of  Construction  and  assumed  the  responsibilities  of  the  “certified 

information network organizations”.   

Furthermore, the Building Lots and Buildings Transaction Business Act was revised  in April 1997 

so that it became necessary for exclusive broker contracts to be registered with verified information 

network organizations in addition to the dedicated exclusive broker contracts. It is clearly regulated 

that a certified information network organization must be a public interest corporation and the new 

information  network  organizations  eventually  were  reorganized  from  37  certified  information 

network organizations nationwide to four organizations in four districts. 
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5. Transaction Market for Existing Houses in the Tokyo Metropolitan 
Area 

In  fiscal 2012,  there were 11,756 detached houses  contracted,  the average  contract price was 

29.27 million yen (average land area: 149 square meters; average building area: 150 square meters) 

and  the  average  building  age  was  19.87  years.  For  condominiums,  there  were  32,448  units 

contracted, the average contract price was 25.15 million yen (average unit price per square meter: 

433,700 yen; average area: 60 square meters) and the average building age was 19.01 years. 

In  recent years, while  the number of detached houses  contracted has  stayed  the  same or has 

been slightly decreasing, the number of contracted continuums is increasing, reflecting an increase 

in stock. 

【Contracted Detached Houses in the Tokyo Metropolitan Area】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: The Tokyo metropolitan area is Tokyo, Kanagawa, Saitama and Chiba prefectures. 
Reference: Trends  in  the Tokyo Metropolitan Area’s Real Estate Transaction Market  (Fiscal 2012) by  the Real Estate  Information 
Network for East Japan. 
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【Contracted Existing Condominiums in the Tokyo Metropolitan Area】 

 

 

Note: The Tokyo metropolitan area is Tokyo, Kanagawa, Saitama and Chiba prefectures. 
Reference: Trends  in  the Tokyo Metropolitan Area’s Real Estate Transaction Market  (Fiscal 2012) by  the Real Estate  Information 
Network for East Japan. 
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6. Utilization of the Internet   
    Trends  to  use  the  Internet  in  the  real  estate  transaction  sector  have  taken  root  due  to  the 

permeation and spread of such technology within society. 

    As well as information provided by real estate companies working online, a number of websites 

demonstrate the uniqueness and  industry strength of bodies behind them such as the Real Estate 

Japan Website  launched  in October 2003, or  those created by newer  real estate  firms presenting 

more specific information on local areas. 

    Despite  this,  however,  those  thinking  of  acquiring  a  specific  property  require  specialized 

knowledge about real estate transactions and more detailed  information that what  is available on 

the Internet. As such, it is imperative for real estate companies to acquire even greater expertise so 

that they may properly serve their customers. 

 
7. Vitalization of the Transaction Market for Existing Homes 
    The  Basic  Act  for  Housing  enacted  in  2006  deals with  the  challenge  of  shifting  the  focus  of 

housing  policy  from  ensuring  quantity  to  improving  quality  and  the  utilization  of  housing  stock. 

With regard to the vitalization of the transaction market for existing homes,  it  is hoped firstly that 

plenty  of  information will  be  provided  to  consumers who  are  concerned  about  the  quality  and 

capacity of existing homes and that, as a premise, processes such as home  inspections and home 

deficit  insurance  and  warranty  will  become  more  widespread.  Secondly,  it  is  hoped  that 

cooperation between involved businesses will be strengthened in order to promote reforms for the 

transaction of residences. Thirdly,  it  is hoped that the  increase  in the quality of homes by way of 

appropriate management and reforms will be recognized in the asset value of residences and that 

this will be reflected in prices. 

【Historical Move of New Residential construction starts and Existing Home Sales Volume】 

 
Reference: Real Estate Transaction Statistics Hand Book 2014 by FRK 
Note 1: The figures of new residential construction starts in 2013, existing home sales volume in 2012 and the existing home sales 
volume rate in 2012 are on preliminary basis. 
Note  2:  Definition  of  the  existing  home  sales  volume  (Estimated  by  FRK)  is  an  estimated  number  of  implemented  times  of 
ownership transfer after acquisitions by individuals and companies which is based on the ownership transfer by brokerage of real 
estate units referred to the “Annual Report of Statistics on Civil Affairs, Litigation and Civil Liberties”. 
Note 3: Existing home sales volume rate is calculated as follows; (Existing home sales volume (Estimated by FRK)) / (New residential 
construction starts + existing home sales volume (Estimated by FRK)) 
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II. Introduction of FRK 

1. What is FRK? 
    The Association of Real Estate Agents of  Japan  (Fudosan Ryutsu Keiei Kyokai or FRK)  is  leading 

public  corporation  in  Japan  and  its member  organizations  are major  and medium‐sized  housing 

manufacturers  and  real  estate  companies  that  focus on  real  estate marketing  activities.  FRK has 

been engaging in the operation for the exchange of real estate information in order to facilitate and 

modernize real estate marketing and for the improvement of housing of Japanese people for more 

than 40 years since its antecedent, the Real Estate Transaction Center (Fudosan Torihiki Center) was 

founded in 1968. 

    Principal role of FRK is to design the development of the real estate market and to facilitate real 

estate  transactions  for  the  safe  and  smooth provisions of  real properties  such  as  residences  for 

consumers by conducting policy recommendations and researching/studying. 

FRK also operates “Home Navi” which  is specialized  in  information of  real estate properties on 

the  Internet,  in order to offer various and accurate  information of blue‐chip properties. With this 

service,  FRK  aims  at  reinforcement  of  management  system  of  member  organizations  and 

enlargement of real estate transaction market as well as consumer’s convenience and protection. 

For  safety  and  facilitation  of  real  estate  transactions,  FRK  holds  regularly  seminars  and  training 

courses for the purpose of talent improvements of brokers. 

    FRK will continually engage in contribution for the sound development of real estate transaction 

market and  improvement of housing proactively  responding  to  the needs of  consumers  through 

various operations. 
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2. Purpose and its Business 
1) Purpose 
FRK has been established for the purpose of promotion of public interest and contribution to the 

development  of  real  estate  industry  by  vitalizing  real  estate  transaction market  and  optimizing/ 

facilitating real estate transactions. 

 

2) Business 
To achieve above‐stated purpose, FRK conducts following business operations; 

1 Research, study and proposal for real estate transactions and related regulations   

2 Diffusion and enlightenment of real estate transactions and consultancy for consumers 

3 Operations which promote optimized real estate transactions 

4 Promotion  for  collection/offer  of  real  estate  listing  information  and  operation  for 

cooperation/facilitation 

5 Operation of education/enlightenment for real estate employees 

6 Other necessary operations which are required to fulfill the purpose of FRK 

Above stated business operations are to be conducted in whole country of Japan. 
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Real Estate Information Network for East Japan
Chubu Real Estate Information Network Organization
Kinki Real Estate Information Network Organization
Nishinihon Real Estate Information Network System

Hokkaido Branch Office 

Sapporo

Sendai

Headquarters
Tokyo

Chubu Branch Office
NagoyaKinki Branch Office

Osaka

Chugoku/Shikoku 
Branch Office

Hiroshima

Kyushu Branch Office
Fukuoka

Tohoku Branch Office 

3. FRK’s Operations 
1) Operation 1‐ Management of designated information network3 

As a member organization of designated information network, FRK promotes development 

of network and distribution/exchange of real estate information. 

FRK  enhances  and  strengthens  its  role  as  a  managing  organization  that  supports  four 

certified  real  estate  information  network  organizations which  are  Real  Estate  Information 

Network  for  East  Japan,  Chubu  Real  Estate  Information Network Organization,  Kinki  Real 

Estate  Information Network Organization, and Nishinihon Real Estate  Information Network 

System,  to  promote  development  of  information  network  and  exchange  of  real  estate 

information. Members of FRK can obtain various kinds of  information  from the nationwide 

information  network  through  the Headquarters  and  six  branch  offices,  via  their  PCs.  This 

networking system enables promotion of  fair, prompt and efficient  real estate  transactions 

and contributes greatly  to  sound development of  the  real estate market and expansion of 

the benefits of consumers and the public. 

【four certified real estate information network organizations】 

 

 

   

                                                  
3  The designated information network has been taking on a role of connecting members by providing online systems and 
properties registration/research since 1990. Aimed at further modernization of real estate transaction and at promotion of market 
transparency, the designated information network has united into four principle organizations and has started afresh as a new 
body since April 1997. 

 
 

Name of designated information network Prefectures

Real Estate Information Network for East Japan Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, 
Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi, Nagano

Chubu Real Estate Information Network Organization Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie

Kinki Real Estate Information Network Organization Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama

Nishinihon Real Estate Information Network System Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, Ehime, 
Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa



12 
 

Brokerage Leasing

For General Consumers
Response to consumer's Inquiries
Property quotations
Know-how for housing research

3 types of listing sites

New PropertiesCondominium apartments
Lot houses
Building lot

Condominium House Land Residence Business

Target Area : whole country

Area Division : Hokkaido, 
Tohoku, Kanto/Koshinetsu, 
Metropolitan Area, Chubu, Kinki, 
Chugoku/Shikoku, Kyushu

For Members

Access information
Registered listing analysis

(stock properties, stock average price move, 
statistics)

 

2) Operation 2 – Home Navi 
FRK operates a homepage, called “Home Navi” on  the  Internet. Home Navi  is one of  the 

biggest real estate listing information sites and domestic major real property suppliers offer a 

variety of listing data. 

Contents of information service ‐ Real estate listing information 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents of information service ‐ From FRK 

Housing related news, results of research and study,  information on seminars etc., 

FRK bulletin 

Contents of information service ‐ For consumers 

Real  estate  glossary,  consultancy  for  the  first‐time  purchase/sale,  seminar  on 

housing removal 

【Tied‐up websites】 

 

   

FRKʼs real estate property research service
http://www.homenavi.or.jp
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3) Operation 3 – follow‐up activities 
FRK conducts various activities in order to support member organizations’ business. 

1 Policy proposals/Requesting activities 

2 Research/Study activities 

3 Advertisement activities 

4 International activities 

5 Holding seminars 

6 Conducting various kinds of seminars 

 

4) Operation 4 – Usage promotion of FRK standard format   
FRK  has  formulated  the  FRK  standard  format  of  real  estate  purchase  agreement  and 

important matters description  in November 2004 and commits  to  its usage promotion 

for the purpose that consumers can safely conduct real estate transactions. 
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4. Overseas Partner Organizations 
FRK has also created international partnerships with several organizations. And it has begun with 

an agreement made with National Association of REALTOR (NAR)  in 1997 which resulted  in a pave 

of  the  way  for  others.  Currently,  FRK  has  five  international  partnerships  such  as  The  National 

Association of Estate Agents (NAEA), The International Real Estate Federation (IREF) and so forth. 

 

5. Code of Ethics 
    Adequately  recognizing  a  social  mission  of  assurance  of  public  interest  and  consumer 

protection, FRK has set code of ethics  for  the establishment of  real estate  transaction  industry 

which will be truly trusted by consumers and society. 

1) Consumer‐centered management 
In  order  to  improve  consumers  housing  environment,  FRK members  put  importance  on 

communication with  consumers,  respond  to diversified/individualized needs  and  strive  for 

consumer‐centered  management  rooted  on  consumer’s  peace  of  mind  and  trust,  by 

providing precise information and appropriate services in cooperation with related business 

operators. 

2) Compliance and observance of social norm 

FRK members comply with the Building Lots and Buildings Transaction Business Act, other 

related  laws,  terms  set  by  FRK  and  regulations  related  to  real  estate  business.  With 

awareness of being a member of civil society and  international society, FRK members strive 

for  carrying  out  business  activities  in  accordance with  social  norms  such  as  exclusions  of 

anti‐social forces.   

3) Nursing of human resources and instructing 
In order  to provide service with high quality which satisfies consumers’ diversified needs, 

FRK members strive  for  instructing employees aiming at nursing human resources not only 

with adequate knowledge and ability as a professional but also with high moral so as not to 

cause  the  industry  any  loss  of  credibility.  Especially  FRK  encourages  self‐improvement  for 

Real Estate Transaction Specialist in view of importance of the license.   

4) Protection of personal information 
FRK  members  put  every  endeavor  into  protecting  personal  information  and  business 

information which may  come  to members’ knowledge  in  the  course of business using  the 

information for appropriate purpose only. 

5) Performing a task with fairness and honesty, settling disputes 
FRK members make endeavor to perform tasks fairly and honestly for consumers. In case of 

any dispute, under the principle of self‐responsibility, members are to strive for prompt and 

appropriate settlement of dispute and for recurrence prevention. 
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１１２２..  参参考考資資料料（（事事前前調調査査資資料料））  

 
■米国インスペクションの概要 
■アプレイザルの概要 
■モーゲージ・ブローカーの概要 
■米国における「住宅ローン利子取得控除制度」について 
■不動産にまつわる税制体系 ① 流通税 
              ② キャピタル税 
■日米間における消費者の不動産流通コストの比較 
■Zillow と Trulia の合併について 
■アメリカ５都市におけるＭＬＳの特徴 
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