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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、本年度はオーストラリ

ア東部のシドニー、メルボルン、ゴールドコーストの三都市を巡り、オーストラリアにおける既存住宅

流通の営業現場で行われている取引の実態、日豪の既存住宅流通システムの違いや透明性の高いといわ

れるオーストラリアの不動産取引にかかわる法制度や慣行を学び、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目的で視察を行った。 

具体的には、シドニー、メルボルン、ゴールドコーストにおける関係先で取材し、物件を視察するこ

とにより直接豪州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主眼とした。 

 
（２） 視察スケジュール 
本視察調査は、P4 で示すように、まずはシドニーの既存住宅オークション会場を訪問し、シドニー、

メルボルンの大都市において、戸建住宅の流通量の 3割を占める既存住宅オークションの実態について

理解を深めた。その後、シドニー、メルボルン、ゴールドコーストにて現地不動産会社を訪問し、マー

ケティング手法や現在のオーストラリアの不動産業界を取り巻く環境についてヒアリングを行った。 

   

 ［オーストラリア地図］1 

         ：視察先の都市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 オーストラリア地図および各都市のイメージ写真は各下記の HP より引用した。 

地図：https://matome.naver.jp/odai/2138560529578043101 

ゴールドコースト：http://www.gcm.jp/ 
シドニー：http://holiday.knt.co.jp/img/7AUSSYDC0001.jpg 
メルボルン：http://www.navitour.com.au/australia/melbourne/ 
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［視察団集合写真］ 

 

 
前列左から：住商建物 松田社長、三井不動産リアルティ 山代社長、 
住友不動産販売 田中社長（理事長）、野村不動産アーバンネット 榎本専務、 
住友不動産販売 三分一執行役員、三井不動産リアルティ 松本常務、 
日豪プロパティソリューションズ 青木社長（コーディネーター） 
 
後列左から：ＦＲＫ桑田専務理事、東急リバブル 中北常務、東急リバブル 貫見部長、 
野村不動産アーバンネット 中山専務、エー・ディー・ワークス 米津副社長、 
三菱地所リアルエステートサービス 鈴木常務、三菱地所リアルエステートサービス 林次長、 
ＦＲＫ田家参事、ＦＲＫ越智参事 
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＜視察日程＞ 

訪問日 滞在地 視察内容 

11/25（金） 東京（羽田）発 - 

11/26（土） 

 

11/28（月） 

シドニー滞在 

オークション視察 

地元不動産会社訪問 

物件視察 

11/29（火） 
シドニー発 

メルボルン着 
メルボルン市内視察 

11/30（水） メルボルン滞在 
地元不動産会社訪問 

物件視察 

12/1（木） 
メルボルン発 

ゴールドコースト着 

地元不動産会社訪問 

物件視察 

12/2（金） ゴールドコースト滞在 ゴールドコースト市内視察 

12/3（土） 
ゴールドコースト発 

シドニー経由 
- 

12/4（日） 東京（羽田）着 - 

 

  

～
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＜訪問先企業＞ 

  

訪問地 訪問先 面談者

Raine＆Horne社
（レインアンドホーン）

Joshua ｋｅｒｓｔｅｎ
Jennifer Ｏ‘Brien

（Business Support&Development)

McGrath社
（マクグレイス）

John McGrath-MD
Adam Sparkes-GM

Richard Ristwej(オーガナイ ザー）

Marek　Ristwej（Richardの弟）

LJ Hooker社
（エルジェイフッカー）

Phillip　Vicq（Principal）

Colliers International社
（コーリアーズインターナショナル）

John Marasco
（Managing　Director）

Jellis　Craig社
（ジェリス　クレイグ）

Nick Dowling
(Chief Executive Officer)

Joy Welch
(Group Marketing Manager)

ゴールドコースト
RAY　WHITE社

（レイホワイト）

Andrew P.Bell
(Chief Executive Officer)

Moto Waters
(International Sales Consultant)

シドニー

メルボルン
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２２..  豪豪州州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） 豪州の不動産市場の状況 
 オーストラリアの不動産流通市場調査視察に当たり、オーストラリアの不動産市場等の状況について

要点整理を行う。下図は、オーストラリアにおける実質 GDP 金額及び経済成長率を示したものである。 

 

図1. オーストラリアの実質 GDP 

 

図2. オーストラリアの経済成長率 

GDP は 2015 年時点で 1.6 兆オーストラリアドル（以下、ドル）、日本円でおよそ、128 兆円程度とな

っている。経済成長率は、2005 年からの 10 年間で一度もマイナス成長は見られず、平均で 2.7％の成

長を続けている。 

図 3、4は、オーストラリアの新設住宅工事価格の年計と新設住宅許可数の推移を示したものである。

リーマンショック後の 2009 年に緩やかな減少がみられるが、2011 年以降は堅調な伸びを示している。 
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図3. 新設住宅工事価格 

 
図4. 新設住宅許可数 

詳細は後述するが、オーストラリアの不動産市場に対して、現地不動産会社の McGrath 社は「シドニ

ーとメルボルンの 2 大都市については、ここ 2 年間で非常に価格が上昇している。（P33）」と述べて

いる。またゴールドコーストの市場について、Ray White 社は「（過去）アメリカで起こった金融危機

の影響で不動産の価格も大幅に下落した。しかし、ここ 2年は、不動産の価格も急激に上昇し、回復し

ている。(P61)」とコメントしている。 

そして、シドニー周辺の投資利回りについて Raine & Horne 社は、「売買価格の上昇は著しいので、

利回りは低くなる傾向になっている。シドニーの中心部ではネットで 2～3％、郊外に行くと 4％前後に

なる。（P26）」と述べている。 
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（２） オーストラリアの不動産取引の仕組み1 

① 法規制 

オーストラリアの不動産取引慣行は、米英法的な買主責任が原則になっている。しかし、取引の性質

から買主保護が求められるようになり、ニューサウスウェールズ州（NSW）では、1900 年に Real Property 

Act1900 が定められたことを皮切りに法整備がすすめられた。現在では、不動産業者を規制する法律と

して Property, Stock and Business Agents Act 2002、 Property, Stock and Business Agents Act 2014

があり、 賃借人を保護する法律として Residential Tenancies Act 2010 がある。このような趣旨の法

律は、各州の州法で制定されているが、基本的な内容については、州ごとで大きな違いはない。 

 不動産エージェントに必要な免許は、個人免許と事業者免許の 2種類が存在する。事業所免許を取得

するには、管理者のうち 低 1名は個人免許を所有していることが条件になる。免許業務は、各州の州

政府が行っており、ニューサウスウェールズ州では Fair Trading Office（日本の公正取引委員会に該

当）が管轄している。免許は 1 年ごと更新制となっており、手数料（4 万円程度）の支払いと州政府が

指定した機関での研修の受講が必要になる。研修は CPD（Continuing Professional Development）と呼

ばれるポイント制となっており、1年間に一定のポイントを取得することが求められている。 

 

図5. 不動産業の取引規制・制度の日豪比較
2
 

 

                                                  
1 日豪プロパティソリューションズ（2014）、および現地コーディネーター日豪プロパティソリューションズ青木公慈氏

の解説を元に記述した。 
2 図 5 は事前調査資料を一部加工して転載した。以下図 7, 9 も同様。 

【法律・規制】 【法律・規制】 ※新築物件は7年間の保護あり
宅建業法 州ごとに規制法あり ※中古：英米法においては基本的に
⇒免許制度と規制の実施 （Property, Stock and Business Act等） “Buyer beware(買主責任)”が原則。
による取引の公正確保や ⇒免許と規制による公正取引、消費者保護 自治体等が買主を保護する制度は無い。
消費者保護 ・不動産業に係る免許と証明書の登録 消費者保護の観点から"Real Property 
・免許、取引士の規定 ・免許と登録者に係る一般事項 Act 1900"(NSW州)が制定されて以降、法
・媒介制度、手数料 ・代理契約 整備がすすめられた。
・重要事項等の説明義務 ・住居物件及び郊外土地の売買 重要事項の開示が正しく行われなかった
・レインズ登録義務 ・オークション　など 瑕疵等に対しては、売主に責任を追及で
・罰則 きるようになっている。

【従業者ライセンス】 【従業者ライセンス】
宅地建物取引士資格 real estate agent's license（personal license) 豪州：不動産業を営むための必須条件
・国家資格 ・州の免許 ・免許登録

※州によって管轄が異なり、例えばNSWは公正 ・法の順守
取引委員会、Victoriaは消費者庁 ・1年に一度の免許更新並びにポイント制
・資格試験は存在せずライセンスの更新に伴う 研修への参加
研修参加のみ ・賠償責任保険への加入
・REIが不動産取得資格に必要な研修をオンラ
インで提供しているがあくまで任意

【不動産業者ライセンス】 【不動産業者ライセンス】
宅地建物取引業免許 real estate agent's license（corporation license)
・国または都道府県免許 ・州の免許

※管理者のうち最低1名は個人向け免許を保持
していることが取得条件になる

日本
オーストラリア

基本情報 補足情報
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② エージェント契約形態 

通常オーストラリアのエージェント契約には、Exclusive Agency と General Agency がある。Exclusive 

Agency は日本の専属専任媒介に相当し、契約した 1社のエージェントに全てを任せ、売主自らが買い手

を見つけることもできない。この契約形態の場合、エージェントは手数料が入ることが確約されるため、

売却活動に全力を尽くすインセンティブが与えられる。オーストラリアでは、この Exclusive Agency

によるエージェント契約が 9割を占めている。 

General Agency は日本の一般媒介に相当する契約形態で、売主とエージェントの間に拘束力はないた

め、複数のエージェントに物件情報を流し、多くのオファーを取付けることが可能となる。しかし、エ

ージェント側からみると販売活動を行っても、手数料を受けることが確約されないため、販売活動に対

するインセンティブが低く、あまり用いられない契約形態となっている。 

稀に、Sole Agency1という形態もみられるが、これは、日本の専任媒介に相当し、他のエージェント

と契約できないという点では Exclusive Agency と同様だが、売主が買い手を見つけた場合は、エージ

ェントに対して手数料は払わなくても良いという特徴がある。ただし、本当に売主自身が買主を見つけ

たかどうかで疑義が生じる懸念もあるため、あまり用いられていない。 

通常、契約期間をエージェント契約に明記する必要がある。クイーンズランド州では、通常契約期間

は 6ヶ月以内と定められているが、期間の延長は合意があれば可能である。基本的にエージェントは売

手側のみにつくが、海外からの購入者や富裕層向けに買い手のエージェントも存在する。日本と異なり、

同一のエージェントが、売主、買主の双方の代理をすることは、利益相反行為として禁止されている。  
 

図6. オーストラリアの不動産エージェント契約形態 

 

図7. エージェント契約形態の日豪比較 

 
                                                  
1 南オーストラリア州では、他州で Exclusive Agency に該当するエージェント形態を Sole Agency と呼ぶこともある。 

General Agency

日本における、一般媒介
契約に相当するといわれ
る。売主とエージェントの
間に拘束力はないため複
数のエージェントに物件
情 報 を流 し 、 多 く の オ
ファーを取付けることが可
能。なおAuction、Tender、
Expression of Interestで
は、統括エージェントを選
定するため、この契約形
態は用いられない

Sole AgencyExclusive Agency

日本における、専属専任
媒介に相当するといわれ
る。売主が短期間且つ効
果的に物件売却を検討す
る場合において最も有効
とされている。1社のエー
ジェントに全てを一任する
ことによりプレッシャーを
かけ、エージェントも自社
に手数料が入ることが確
実なため、売却活動に全
力を尽くす

内 容 は 、 ほ ぼ Exclusive
Agencyに相当。ただ、売
り手が買い手を見つけた
場 合 は、 手 数料 をエ ー
ジェントに支払う必要はな
い。稀に見られる契約形
態

専属専任媒介・専任媒介 Exclusive Agency・Sole Agency・General Agency ※同一のエージェントが、売主・買主双方
・一般媒介の３形態 の３形態 とエージェント契約することは、利益相反

行為とみなされ、禁止されている。
・エージェントは売主のみとエージェント契約して

・売主・買主双方と契約  買主側にエージェントがつくのはごく稀

日本
オーストラリア

基本情報 補足情報
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③ 不動産取引方法 

 おもに、一般仲介（Private Treaty）やオークション1が売却手法として用いられるが、不動産会社や

地域などにより、いずれの手法を用いるかは異なってくる。ニューサウスウエールズ州（NSW）ではオ

ークションを利用する割合は 20～30％と他州と比べて高くなっている。また、一般的には、高額帯の物

件を取扱う不動産会社ほどオークションでの売却比率が高く、中間の価格帯の物件を取り扱う不動産会

社では、依然として private treaty を用いることが多くなっている。 

 なお、オークションの詳細については、「３．オークション見学」(P17～21)の章を参照されたい。 

 

④ 税制・住宅金融制度 

2016 年現在、オーストラリアの公定歩合は、史上 低の 1.5%となっている。そのため、住宅ローン

の金利も、自己使用で 3.75～4%、投資用についても 4～4.25%程度と低くなっている。政府は、安易な

貸出が行われることを警戒して、融資実行の際に 低 20％の自己資金を用意するように規制している。 

 住宅取得にかかる税で、主なものには Stamp Duty（不動産取得税）がある。州によって税率は異なる

が、概ね不動産価格の 5%程度となっている。20%の自己資金規制と高額の Stamp Duty が、若年者が不動

産を取得するさいのボトルネックになっている。その一方で、オーストラリアでは、日本の相続税に該

当する税がないため、親・子間や祖父母・孫間の贈与で住宅取得が可能になるケースが多い。 

 

⑤ 契約の流れ 

オーストラリアの不動産取引における、エージェント契約から売買契約成立後の決済までの流れにつ

いて整理する。売主が不動産エージェントと契約を締結し、エージェントは客付けを行う。不動産の売

却先が決定すると売主側の弁護士が売買契約書を準備するが、その中には Discloser Statement2（日本

の重要事項説明書類に近い書類）という、買主に対して開示することが義務づけられた書類があり、必

ず契約書に添付される。売主の弁護士が一通りの書類を用意すると、買主が手配した弁護士に送付する。 

売買契約書類は売主の弁護士が用意しているので、売主に有利な条件が記載されていることが多い。

そこで、買主の弁護士は売主の弁護士と条件について交渉を行う。その間に買主は、購入物件の権利関

係（Title）に瑕疵がないことを調査し、Pre-purchase Inspection (または Building Inspection、日

本のインスペクションに該当する）を行って、建物に物理的な瑕疵がないか確かめる。（詳細は⑧イン

スペクション（P12)を参照されたい）売主に建物の状態に関する情報の開示義務はあるものの、買主も

独自に購入物件に関する調査を行うのが一般的になっている。条件の交渉や権利関係・建物に関する調

査が完了し、問題ないことが確認できると契約が成立する。 

引渡しは、売主の弁護士事務所にて、買主の弁護士が残金の小切手を渡し、売主の弁護士が物件のカ

ギと権利書を渡すことで完了する。契約成立から決済までは、一般的には 42 日程度の期間が設けられ

るが、対象となる物件が空き家になっている場合には、売主が 30 日以内の決済を求めるケースも多い。 

  

                                                  
1 日豪プロパティソリューションズ（2014）では、このほかに Tender や Expression of Interest 等の手法も紹介さてい

る。これらの手法は事業用不動産など比較的大規模な物件を取り扱う際に用いられる取引手法で、今回の視察の対象とな

る住宅用不動産に用いられることは少ないと考えられるため、本節での記述は省略した。 
2 先述のとおり、基本的にオーストラリアの不動産取引は原則買主責任で行われるが、Discloser Statement に虚偽や不

備があれば、売主責任が問われることになる。 
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図8. 不動産取引の流れ
1
 

 
オーストラリアの不動産取引に登場するプレーヤーを整理すると以下の通りになる。 

・エージェント  

売主につき、売却物件の広告や買手とのマッチングを行う。 

・弁護士 

売主と買主それぞれに弁護士が付き、物件が決定してからの契約手続き全般を行う。売主側の弁

護士は売買契約書などの必要書類を用意し、買主側の弁護士は購入条件のチェックや交渉を行う。 

・ビルディング・インスペクター（P12 参照） 

購入予定の建物に物理的な瑕疵がないかを確かめる。 

  

                                                  
1 現地コーディネーター日豪プロパティソリューションズ青木公慈氏提供資料を一部加工して転載した。 
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⑥ 取引情報の開示 

オーストラリアには日本のレインズのような、公的な機関が作成した取引情報のデータベースは存在

しない。その代わりに民間企業の Core Logic 社が作成した RP Data という有料のデータベースが広く

利用されている。RP Data に所収されたデータは、Core Logic 社の営業担当者が不動産会社の店舗やフ

ランチャイズ本部に問い合わせて収集した取引情報や、法務局に登記されている譲渡証書に記載されて

いる取引金額がもとになっている。 

RP Data には過去 10～15 年の取引事例のデータが所収されており、エージェントや所属する不動産会

社が、1 ライセンスあたり月 2 万円程度の費用を払うことによってデータベースにアクセスできるよう

になる。月極めの契約はなくとも Core Logic 社から、個別の取引データを購入することもできるほか、

ディベロッパーからの依頼によって、Core Logic 社が詳細な調査を実施することもある。 

公的なデータでは、政府の統計局（ABS：Australian Bureau of Statistics）が、5 年に一度国勢調

査を行っており、取引価格にかかわる統計調査には四半期ごとの調査もあるので、マクロ的な情報であ

れば無料で取得することができる。 

また、個別の不動産会社が自社の取扱物件の取引価格を開示しているケースもある。後述の Jellis 

Craig 社は、マーケティング戦略の一環として、売主からの同意のもと、取扱物件の成約価格を自社の

ウェブサイトに掲載している（P52 参照）。 

 

⑦ 広告・マーケティング 

日本と同様に、不動産を販売するにあたってインターネットの広告媒体がよく用いられる。その中で

も、リアルエステートドットコム（realestate.com.au）やドメイン（www.domain.com.au）が も有力

なインターネット広告媒体となっている。掲載料は 1 週間当たり 200～300 ドル程度で、通常 1 件あた

り数週間程度広告の掲載を続けている。 

 高齢者にはインターネットはさほど浸透していないので、依然として地域新聞の不動産欄は重要広告

媒体になっている。シドニーでは、Mosman Daily、Manly Daily、North Sydney Times 等が発行されて

いる。数ページにわたる不動産欄があり、1物件当たり A3 紙面の半分～1/8 を利用して地域の売却物件

の情報が特集されている。掲載料は大きさにもよるが、大きければ 1,000 ドルほどかかる。広告費用は

売主が仲介手数料とは別に負担することになっている。 

 広告・マーケティング戦略の具体例については Raine & Horne 社(P27～30)、McGrath 社（P34～35）、

LJ Hooker 社（P42～43）、Jellis Craig 社(P50～52)、Ray White 社（P62～63）のヒアリング記録を参

照されたい。 

 

⑧ インスペクション 

先述したとおり、日本でいうインスペクション（建物状況調査）は、オーストラリアでの Pre-purchase 

Inspection (または Building Inspection)に該当する。インスペクションの実施は首都特別地域（キャ

ンベラ）以外の州では義務化されてはいないが、政府から実施することが強く推奨されており、購入前

に買主が実施することが一般的になっている。費用は建物の大きさによるが、5～10 万円かかる。イン

スペクションは Building Inspector といわれる建築業者が実施しており、基本は目視による検査で、

州法で定められたチェックリストに検査結果を記入する方式で実施している。 
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図9. インスペクションに関する日豪比較 

 
  

平成30年春を目途に整備 購入前点検:pre-purchase inspection ACT(首都特別地域；キャンベラ）では
・購入者が実施するのが一般的 売主がインスペクションレポートの開示

①媒介契約締結時 を義務付けられている。
　宅建業者がインスペクション ・公正取引委員会から実施することを Civil Law Regulation 2004 No 25(1)で
業者のあっせん可否を示し、 　強く推奨されている インスペクションレポートの形式が定め
媒介依頼者の意向に応じて られている。
あっせん その他の州ではインスペクションレポー

・基本的には全て目視 トの作成にかかわる法律はない。

②重要事項説明時 ・オーストラリア基準に則したレポート オークション等で戸建住宅を売る場合、
　宅建業者がインスペクション 　で作成される 事前情報として売主が用意することも
結果を買主に対して説明 ある。

・チェックリストを公開 しかし、買主が自己の利益保全のため
③売買契約締結時 自ら行うことが一般的。
　基礎、外壁等の現況を売主 ・建築業者がインスペクションを行い、
・買主が相互に確認し、宅建 　それぞれの業者が賠責保険を用意 2016年8月より売主がインスペクション
業者から売主・買主に書面 レポートを用意した場合、不動産エー
で交付 ジェントはそのレポートを３年間保管す

る義務を負うようになった。

日本
オーストラリア

基本情報 補足情報
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⑨ 手数料などの不動産流通コスト 

オーストラリアではエージェントの受取手数料に関する法規制はなく、自由化されている1。相場では、

エージェントへのコミッションが売却価格の 2％程度、マーケティング費用（広告費など）が 1％程度、

契約書作成や事務弁護士（ソリシター）等の法務費用が 2,000～3,000 ドル（16～24 万円）2程度となっ

ている。おおむね、物件価格×3％程度が売主側のコストの目安となる。 

買主側のコストに着目すると、オーストラリアでは不動産の買主側にエージェントがつくことは稀で

あるため、一般的に買主側には仲介手数料の負担は発生しない。その代わりに買主側のコストの大半を

占めるのは、州税である不動産取得税（Transfer Duty または Stamp Duty）で、一般的には物件価格の

5％程度かかる。 

 日豪で不動産取得にかかるコストを比較すると、全体で見た場合、売主・買主別に見た場合ともに大

きな差はない。 

 
図10. オーストラリア・ニューサウスウェールズ州で不動産取引にかかるコスト3 

 

 

                                                  
1 2014 年にクイーンズランド州で手数料に関する法規制が撤廃されたことによって、全豪で不動産取引に係る手数料は

自由化された。 
2 参考価格は日本人（外国人）が日本人弁護士を利用する場合の参考価格で、通常の取引では少し安価になる。 
3 日豪プロパティソリューションズ青木公慈氏提供の表を一部加工して転載した。 

（単位：オーストラリアドル）

金額 割合 金額 割合

仲介手数料　*1 22,000 73% 0 0%

法務費用　*2 2,000 7% 2,500 6%

建物およびシロアリ調査費用 0 0% 500 1%

不動産取得税（Stamp Duty 州税）*3 0 0% 40,490 93%

広告費（不動産サイト等）*4 6,000 20% 0 0%

合計 30,000 100% 43,490 100%

既存居住用戸建　価格１００万ドルで売買仲介するケースを想定。　ローンに係る費用は比較から除外した。

*1　仲介手数料は２％＋ＧＳＴ(消費税)１０％で算出した

*2　法務費用には事務弁護士費用や調査費用等を含む
*3　不動産取得税はreal estate.comで提供しているstamp duty calculatorで算出した　
http://www.realestate.com.au/calculators/stamp-duty-calculator/
*4　不動産サイトやチラシ等で広告した場合で算出した

売主 買主
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図11. 日本で不動産取引にかかるコスト 

 
 

図12. 不動産流通コストの日豪比較（ニューサウスウェールズ州と比較した場合） 

  

  

（単位：千円）

金額 割合 金額 割合

仲介手数料　*1 2,460 97% 2,460 83%

司法書士報酬　*2 40 2% 120 4%

登録免許税　*3 0 0% 360 12%

印紙代　*4 30 1% 30 1%

合計 2,530 100% 2,970 100%

既存居住用戸建　価格８，０００万円で売買仲介するケースを想定。　ローンに係る費用は比較から除外した。

*1　仲介手数料は（３％＋６万円）＋消費税８％で算出した

*2　司法書士報酬は主に所有権移転登記手続きの手数料とした
*3　登録免許税は土地の固定資産税評価額2,400万円×税率１．５％で算出した
　　　不動産取得税は非課税とした
*4　印紙代は軽減税率で算出した

売主 買主

（単位：千円）

全体 売主 買主

5,879 2,400 3,479
5,500 2,530 2,970

1.07 0.95 1.17

*　1オーストラリアドル=80円で換算

豪州（ＮＳＷ）*

日本

比較（豪州／日本）
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⑩ （補足）フランチャイズビジネスの仕組み 

 不動産の流通とは直接関係しないが、今回の視察では不動産会社のフランチャイズ本部や加盟店に訪

問したため、フランチャイズビジネスの仕組みについて補足する。 
 フランチャイズビジネスとは1フランチャイザー（本部）がフランチャイジー（加盟店）に、様々な特

権（franchise）を与えるビジネスモデルのこと。特権の例には、商標やサービスマーク、チェーン名

称使用権、本部が開発した商品やサービス、情報等の経営上のノウハウの使用権、本部から加盟店が継

続的に行う指導や援助を受ける権利等がある。 
 

 フランチャイズビジネスのイメージ 

加盟店は本部に手数料（ロイヤリティ）を支払う必要が

あり、通常は固定の基本料金と売上に一定の率を乗じた変

動額を加えた金額となっている。加盟店にとっては、ロイ

ヤリティに見合ったサポートが受けられるかどうかが、加

盟するかどうかを判断する基準になる。 
 
なお、フランチャイズビジネスの展開については、個別

の不動産会社でもヒアリングを行っているので、Raine & 

Horne 社（P29～30）、LJ Hooker 社（P41～43）、Jellis Craig

社（P50～51）の項も参照されたい。  

                                                  
1 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の HP をもとに記述した。http://www.jfa-fc.or.jp/particle/33.html 

フランチャイザー
（本部）

フランチャイジー
（加盟店）

手数料

特権
・商標
・経営ノウハウ
・教育指導 等
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３３..  オオーーククシショョンン見見学学    

 2016 年 11 月 26 日、シドニー市内で実施されたオークションを見学した。 

 オークション見学の様子 

 
（１） オーストラリアにおける不動産オークション利用状況 
統計資料よりオーストラリア全体の不動産オークションの利用状況を概観する。下図はオーストラリ

アの各都市における、一般仲介とオークションでの売却割合と売買金額の平均値を表している1。 
 

図13. 1 年間のオークションと売却状況（2015 年 9 月末現在） 

 

オークションに比べて一般仲介の利用率が高いが、シドニー、メルボルン、キャンベラではオークシ

ョンでの売却割合が高くなっており、売却金額も高額になっている。 

                                                  
1 グラフの数値は CoreLogic Australia Capital City statistics, 12 months ending September 2015 より引用した。 
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1年間の一般仲介とオークションの売却状況（2015/9末現在）
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一般仲介売却割合 オークション売却割合
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（２） 不動産オークションの概説 
オークション参加にあたり、オーストラリアの不動産オークションの様子や一般的な流れについて解

説を受けた。 
 

① オークションの進行方法 

オークションへの出品が決まると、4 週間程度内覧が行われ、買う意思のある人々が事前に簡単なデ

ューデリジェンスを行っている。しかし、オークション開催直前に買い手が相当な金額を提示して、売

り手にオークションへの出品を取りやめるよう申し入れ、交渉が成立する場合などもあるため、実際に

オークションが実施されるかどうかは開催直前まで分からない。 

オークションは、 低価格を下回る値段から始まり、終盤には絞られた人数で競り合い小刻みに値が

上がるように進行される。事前に設定された 低落札価格（reserve price）を超えれば、オークショ

ンは成功となり、取引が成立する。 低落札価格は、公正な競争のため、事前に公表されていない。 

会場には、参加者だけではなく、近隣の住民も見学に来ている。近隣住民は不動産の参考価格を見に

来ていることが多いので、エージェントは見学者とも名刺交換して、顧客リストに取り込んでいる。 

オーストラリア全体の傾向として、高額帯の物件ほどオークションになることが多い。買い手が複数

いる場合には、競わせて、より高い価格を引き出すことができる。そのため、売主が提示した 低落札

価格を大きく超えて、高値が付く場合もある。オーストラリアでは不動産市場が過熱しており、クリア

ランス率（ 低落札価格を超えて売買が成立する確率）は 80～90％で推移している。 

 

 オークション物件（物件案内） 

 
 

“AUCTION TODAY”の横断幕で、オークション実施が告知さ

れている。 
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 オークション物件（内覧の様子） 

 
 

② オークショニアの立場 

オークショニアはエージェントと独立した立場で、オークションを専門に行っている。土曜日であれ

ば日に約 3～4 件のオークション会場を回っている。オークショニアへの報酬は、エージェントの成功

報酬とは別に、売主が負担している。オークション 1件当たり約 500～1,000 ドルの固定費用となる。 

不動産オークショニアになるには専用のライセンスが必要で、不動産エージェントや家財オークショ

ニアとは別の資格になる。 

 オークショニアの条件 

 
  

ライセンスが必要

不動産オークションを取り行う場合は、有効なライセンスが必要（不動産エージェントの資格/家財オークショニアの資
格とは異なる）

不動産エージェントがオークショニアのライセンスを取得することも可能

QLDの政府HPでは、オークショニアがライセンスを保持しているか検索できるサイトがある

ｵｰｸｼｮﾝ会場で

会場では、分かるように名前を掲示し、オークション開始時に名前をアナウンスすることが求められる（名前を掲示す
るだけで法的に問題はないものの、掲示だけというケースはないという）

以下のような状況での進行は避けるように規定されている

・荒れ模様の天気（強風など）の屋外での実施

・オークショニアが広い敷地内を歩きまわりながら話す

オークショニアは売却条件をｵｰｸｼｮﾝ開始前にアナウンスする必要がある

頭金の金額

インスペクションの詳細

オークションに関連する情報

オークショニアは場合によって、未署名の売買契約書を使用して、売却条件を開示することもある

ｵｰｸｼｮﾝ進行中の決まり

オークショニアはオークション参加者（買い手）に最低落札価格（Reserve Price）が設定されているかを教えることはで
きるが、いくらかを教えることは出来ない

オークショニアは、オークション中に最低売却価格を超えた時に、その旨アナウンスをすることができるがしなくてもよ
い。する場合は、真実を告げる必要がある

（参考）価格照会規制

クイーンズランド州のみ、Price Guide（価格の照会）がオークショニア・不動産エージェント共に禁止された

オークションへの出品決定後、4週間程度の内覧期間が設けられる。 
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（３） オークション見学概要

① オークション物件概要 

 見学したオークション物件は、シドニーのグリニッジのシドニー湾を見下ろす高級住宅地に所在する、

築 100 年の戸建住宅。オーストラリアには相続税が無いため、こうした高級物件は相続されることが多

く、市場に出回るケースは少ない。オークションは 440 万ドル（約 3 億 5,000 万円）から始まり、445

万ドル、448 万 7,000 ドル、448 万 8,000 ドル、450 万ドルと小刻みに、オークショニアが甲高い声で買

い顧客同士を煽り、最終的には、452 万 1,000 ドル（約 3億 6,000 万円）で落札された。 

 不動産オークション物件のパンフレット（抜粋） 
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エージェントは、おおむね成約価格の 2％を報酬で受け取っているので、今回見学したオークション

物件の落札価格（約 3.6 億円）であれば、約 700 万円の報酬を受け取っていると考えられる。今回のよ

うな大型の案件であれば複数のエージェントが担当し、成功報酬を折半している場合もある。 

 

 不動産オークションのオークショニア 

 

 

 

② 質疑応答 

（Q） オークションの集客はどのように行われるのか？ 

（A） インターネットや地域のコミュニティ情報誌や新聞の不動産欄で周知される。新聞であれば、

毎週土曜日に地域不動産物件が特集される。インターネット広告であれば、リアルエステートド

ットコムが主要なものとして挙げられる。新聞広告だと 1件あたり 3万円程度、今回の物件だと

１万ドル（約 80 万円）広告料がかかっていると考えられる。広告料やオークショニアの費用は基

本的には売主負担となっている。 

 

なお、オークションについては、個別の不動産会社でもヒアリングを行っているので、McGrath 社（P34

～35）、Jellis Craig 社（P50）頁も参照されたい。 

 

③ オークションのメリット（まとめ） 

オークションには以下のメリットが考えられる。 
・流通の促進効果（概ね４週間程度で売却先が決定。オークション前に売却先が決定することも） 

  ・より高い値付けが期待できる（オークション参加者同士の競争の結果） 
  ・将来の顧客の開拓（オークションのショー化、見学者から潜在的な顧客を発掘） 

 

 

 

  

オークショニアの後ろにいるのは担当のエージェントで、大型案件の場合、複数のエージェントが担当

につき、コミッションを折半するケースもある。 
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４４..  RRaaiinnee  &&  HHoorrnnee 社社訪訪問問  

2016 年 11 月 28 日に Raine & Horne 社を訪問した。 

 
（１） Raine & Horne 社の概要1 
Raine & Horne 社 は、全豪の非上場企業のなかで も歴史の古い企業の一つであり、不動産業におけ

る も歴史の古い家族経営企業の一つでもある。1883 年シドニーに設立され、1970 年代までにシドニ

ー全体に事業エリアを広げた。1976 年に NSW 郊外のリバプールに 初のフランチャイズ店を開店させた

のを皮切りに、現在はオーストラリア全土にて事業を展開している。 

 Raine & Horne 社エントランス 

 

 

（２） Raine & Horne 社ヒアリング要旨 

① 理事長あいさつ 

「おはようございます。私どもは不動産流通経営協会のメンバー、わたくしは理事長の田中でござい

ます。Raine & Horne 社の皆様にはご多忙中、お時間を取っていただき、誠にありがとうございます。 

 私どもの協会の会員数は約 280 社。主に既存住宅の売買を媒介する大手・中堅不動産会社の、日本を

代表する団体でございます。協会のスタートは 1970 年。今年、46 年目になりますが、既存住宅取引の

拡大と安心・安全な取引の実現を目的としております。 

近年、パウダースノーで有名なニセコなど、日本の観光地がオーストラリアの皆様の注目を集め、そ

の結果、現地の不動産市場の活性化を含め、地域経済がおおいに活性化しております。このように両国

の相互理解が進む中、不動産流通の分野においても両国の仲介事業者がビジネスのよきパートナーとし

ての関係を深めていくことにより、両国の経済の成長に大きく貢献できるポテンシャルが高まってきた

のではないかと思っております。 

 この温暖なシドニーに来まして、まちの成長とその素晴らしさを感じておりますが、まだまだ不動産

仲介の現状において理解が不十分でございますので、ぜひ情報交換をさせていただき、win‐win の関係

を築ければいいなと思っております。いい関係をこれからも築いていけるということを期待いたしまし

て、私のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。」 

                                                  
1 ロゴおよび概要は Raine & Horne 社 HP より引用、要約した。 
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  田中理事長あいさつの様子 

 

 

② Raine & Horne 社によるオーストラリア不動産市場解説1 

Raine & Horne 社の Jennifer O’Brien 氏と Joshua Kersten 氏よりオーストラリアの不動産市場動と

フランチャイズシステムについての説明を受けた。以下はビジネス開発マネージャーJennifer 

O’Brien 氏による解説である。 

 

1) オーストラリア国内における住宅資産のプレゼンス 

現在オーストラリア全体で 970 万戸の住宅がある。住宅ローンの総金額は 1.6 兆ドル（約 130 兆円）、

1世帯当たりの資産のうち住宅資産の占める割合は 50％ほどとなっている。昨年の住宅の取引件数は 45

万 1,461 件、販売総額 2,821 億ドル（約 23 兆円）。国富のうち住宅資産は、6兆 7,000 億ドルを占めて

いる。年金基金が 2.1 兆ドル、株価総額が 1.7 兆ドル、商業不動産が 0.88 兆ドルであることをあるこ

とを踏まえると、住宅ストックのプレゼンスは非常に大きい。 

 

                                                  
1 当節の図はすべて、Raine & Horne 社の説明資料、Housing Market & Economic Update より引用している。 
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図14. オーストラリアの国富に占める住宅資産の比重 

 

 

図15. オーストラリアの都市別住宅資産のキャピタルゲイン 

 
 
 

2) 住宅資産のキャピタルゲインの傾向 

全体的なキャピタルゲインは減速傾向となっている。オーストラリアの州都のうち、パース、ダーウ

ィンは下落傾向になっているが、その他の州都は上昇傾向にある。シドニーとメルボルンとブリスベン

の成長は堅調で、依然として好調なマーケットである。 
 

オーストラリアの住宅資産は国富の多くを占める。 

7.9％ 

－3.8％ 

－3.7％ 
5.0％ 

2.5％ 

4.1％ 

9.1％ 

10.6％

オーストラリア都市別住宅資産のキャピタルゲインは、東側の都市は堅調な伸びを示す一方で、パースやダーウィンはマ

イナス成長となっている。 
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3) 仲介手数料 

住宅を売却する際の選択肢として、オークションの利用が盛んになってきている。一方で、売物件の

物件数が少なくなっている。このため不動産業者間で競争原理が働き、手数料を押し下げる原因となっ

ている。地域によっては手数料が 46％も下がっているところもある。 

 

4) 住宅投資の傾向 

 投資行動を見てみると投資家向けのローン貸付は上昇している一方で、自己使用向けの貸付が減少し

ている。しかし、物件価格が上昇する一方で、それに応じた家賃の上昇は望めないので、投資向けで購

入された物件は、以前までは入居者から得た家賃でローンの支払いをカバーできていたが、現在は難し

くなっている。シドニーの物件価値は、過去 3カ月で 3％、1年間で 10％上がっており、依然として上

昇を続けているが、2015 年は過去 1年で 18.4％上昇していたものと比べると、上昇率は伸びなやむ傾

向になっている。メルボルンでも同様の傾向がみられる。 

 

5) 消費者心理 

オーストラリアの人口成長は依然として続いているが、過去数年と比べると鈍くなっている。建築許

可数は、マンションの建築許可数がかなり減少したことが原因で、減少している。住宅の需給ギャップ

は狭まっているものの、依然として消費者心理は市場に対して楽観的で、雇用状況は、2016 年ではフル

タイムの雇用状況はさほどではないが、パートタイムの雇用が増加している。 

公定歩合は 1.5％と今までにない低い水準を続けており、住宅ローンは 3年固定金利のものが、一番

人気である。政府は低金利によって不動産マーケットが過熱することを懸念しているので、住宅購入時

に 20％の自己資金を用意することをガイドラインに定め金融機関に指導している。 

 

③ 質疑応答（オーストラリアの不動産流通市場について） 

 

（Q）一般仲介よりもオークションが増えている背景には何があるのか？ 

（A）市場に出回る売却物件が少なくなっているので、より競争原理が働くようにオークションを選択

する人が多くなっている。加えて、オークションにかける前に、売主と買主の間でデータベース

をもとに売買価格を決めて売買契約が成立してしまうことがある。オークションでは、概ね 4週

間の売却期間で契約が決まるので、早期に物件が片付く点で不動産業者にとっても都合が良い。 

 

（Q）オークションと一般仲介の割合は？ 

（A）シドニー中心部では取扱物件の 90～95％がオークションで売られている。 

 

（Q）現在の金利はどれくらいか。 

（A）オーストラリアは金利が低くなっているので、その結果、住宅投資に資金が流れている。現在、

オーストラリアの公定歩合が史上 低の 1.5％となっており、この低金利は今後も変わらないと

予測される。 

一方で、オーストラリアでは、不動産の取得時に課税される Stamp Duty（不動産取得税）が非常

に高く 5％となっている。加えて、オーストラリア政府はアメリカで起こった金融危機の引き金
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になるような安易な融資が行われてしまうことを警戒しており、現在、住宅向けの融資の際には

低 20％の自己資金を用意するように法律で規制している。自己資金規制が導入される前は、自

己使用目的の場合は自己資金割合 5％、投資目的の場合は 0％で融資が可能だった。 

5％の Stamp Duty と 20％の自己資金要件のため、現在、若者が住宅を所有することが難しくなっ

ているといえる。とはいえ、日本と違い贈与税がかからないため、祖父母からの贈与等によって

可能になることもある。 

 

（Q）自己使用の場合と投資用の場合とで金利の差はどれくらいか？ 

（A）差は 0.25％程度。現在のレートで自己使用の場合は 3.75～4％ぐらい、投資用になると 4～4.25％

ぐらい。投資の場合は、ローンの全額分の利息が損金算入できることも、投資用にローンを組む

インセンティブになっている。 

（注；日本では、ローンの土地代分の利息を不動産所得の損金に算入できないが、オーストラリ

アでは土地・建物分どちらも不動産所得の損金に算入できるため、より節税効果が高い。節税目

的での不動産投資需要も大きい）。 

 

（Q）売買価格が高騰している中で、投資の利回りはどれくらいか？ 

（A）シドニーの売買価格の上昇は著しいので、利回りは低くなる傾向になっている。シドニーの中心

部ではネットで 2～3％、郊外に行くと 4％前後になる。一般的には、戸建住宅の利回りは低いが、

物件価格上昇分のキャピタルゲインがある。ブリスベンなどほかの都市にはグロスで 6％、郊外

にはネットで 6％の利回りになる物件も存在する。 

都市部に比べて利回りが高いことから、投資先は郊外に移っている。例えば、ゴールバンは、シ

ドニーから 2時間かかる場所にあるが、平均価格が 33 万ドル（3,000 万円弱）で、週当たりの家

賃が 250 ドル程度（日本円で月 8万円程度）なので、年利 16％程度と投資効率が非常に高い。中

心部に比べると非常に手ごろな価格帯になるので、若い人は通勤に 1時間以上かかっても、郊外

に物件を買っている。 

 Raine & Horne 社不動産市場解説の様子 
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④ Raine & Horne 社のマーケティングについて 

1) Raine & Horne 社のビジネス展開 

Raine & Horne 社はオーストラリアの国内においては非常にブランド力が高く、海外でもビジネスを

展開している。現在 330 店舗あるが、1 年半以内に 500 店舗に増やす計画である。家族経営のエージェ

ンシーで、アンガスが 5代目にあたる。マックスはアンガスの父で 40 年間不動産事業に携わっている。 

Raine & Horne 社は 1976 年シドニー郊外のリバプールでフランチャイズオフィスを開業した。1982

年には 100 店舗、2016 年は 330 店舗に事業を拡大し、現在、全国で 3,000 人のスタッフを擁し、年間の

売買物件数が 15,000 件、管理物件数が 65,000 件に上る。Raine & Horne 社のウェブサイトは年間 360

万人の閲覧者がおり、優良なサイトとして国際的な賞を受賞している。 

Raine & Horne 社には 4つの事業部門があり住宅部門、事業用不動産、農地部門、海外不動産がある。

海外ネットワークを構築中で、ドバイ、インドネシア、マレーシアに支店があり、他にオーストリア、

ベルギー、チェコ、イタリア、イスラエルに提携先を持っている。来年の前半には、インドやフィジー

にも提携先を広げる予定である。 

 

2) マーケティング活動 

ブランディングにも多様な動きがある。1 年間にブランドのキャンペーンを 1 回、顧客向けのキャン

ペーンを 1回行うようにしている。一つのキャンペーンは大体 5カ月続けている。 

フランチャイズ加盟店のために、小冊子、チラシ広告、契約書のキット、不動産管理のキット、電子

情報管理キットを用意している。提携先のブランドには、カンタス航空や Coles 等のスーパーマーケッ

トなどとお互いの宣伝をしあうという協定をしている。このように包括的なマーケティングをすること

で各フランチャイズ加盟店が顧客を獲得できるようにしている。Raine & Horne 社は社内に宣伝広告を

デザインする部署を抱えている。キャンペーンをする際に必要なコンテンツをフランチャイズ加盟店に

提供して、本部が加盟店をサポートしている。その他、経済概況や不動産市況等の情報提供行っている。 
 

 Raine & Horne 社 E マガジンの例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E マガジンの内容は投稿者の任意のコンテンツを含めることができ、エージェントの取扱う物件情報も掲載できる。
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このインターネット上のツールを各エージェントが活用し、ニュースレター等をウェブサイトに投稿

することができる。各投稿については、本部はフィーを課していない。 近では各オフィスからオンラ

インで、E マガジンやニュースレターを出せるようにしている。その中には、投稿者がそれぞれ、任意

のコンテンツ、ビデオの他、目玉となるような物件情報も載せることができる。ウェブサイトの運営を

する際に、包括的な IT サポート費用として、各フランチャイズ加盟店に年間 1万ドル（約 80 万円）の

料金を課している。ソーシャルメディアにもリンクを貼って活用しており、中でも も人気の有るソー

シャルメディアは Facebook で、3年前に活用を始めてから、利用者が 5倍に増えている。 

Raine & Horne Social Hub という社内向けのウェブ上のツールを活用しており、ソーシャルメディア

を利用する際に、何を掲載すべきか、すべきでないかというガイドラインやウェブでのマーケティング

に結びつけるかとかのノウハウが記載されている。Social Hub は社員教育にも利用されている。 

 

  Raine & Horne 社の WEB ツール 

 
 
 
 
 
 

（左）Social Hub 

ソーシャルメディアの How To が記載されているマニュアルで、社内 WEB で共有されている。Social Hub 以外にも様々

な社内教育やマニュアルが電子化されている。 

（右）エージェントプロフィール 

プロフィール内にはエージェントの取り扱う物件が掲載でき、直接 Eメールが送れるようになっている。プロフィール

ページアドレス末尾はエージェントのフルネームになっており、サーチエンジンでヒットしやすくなっている。 
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3)  フランチャイズ加盟店の教育 

Joshua 氏や他のメンバーはフランチャイズの教育サポートを行っている。サポート内容は、マーケテ

ィング、IT、宣伝方法、オフィスを運営するうえでの予算作成方法など細部に及ぶ。フランチャイズ本

部は、 低でも年間 4回の各店舗の点検、訪問を励行している。そこで 8～15 店舗で形成する地域ごと

のミーティングを年に 4回主催し、そこでは、社内情報等を共有するようにしている。加盟店の指導に

あたるスタッフはすべて、不動産免許の有資格者で、かつ、仲介業務を一定年数手がけてきた人たちに

限定されている。それぞれの指導担当にあたる人たちは専門の分野を持っている。 

 
4) IT 戦略 

IT 関係の部門は Raine & Horne 社のフランチャイズ管理の中で重要な役割を果たしている。オフィ

スで使うコンピュータのソフトウェア、もしくは RP Data のデータベース等については、各エージェン

トで契約すると高くなるので、それを本部でまとまった単位で契約して、安くフランチャイズ加盟店に

提供している。まとめて申し込むことで、50％ほどコストを削減できる。オフィスとオフィスをつなぐ

ウェブサイトは、卓上のコンピュータをはじめ、その他の iPad や iPhone といったモバイルのコンピュ

ータにも対応している。 

エージェント自己紹介のページを設けており、エージェントへ直接 eメールが送れるようになってい

る。その中には、エージェントが扱っている物件情報も含められている。エージェントの名前が検索エ

ンジンにかかりやすいように、URL 末尾はエージェントの氏名が入るようになっている。 

エクストラネットというウェブツールを使って、Raine & Horne 社に所属する各エージェントに業界

の必要な情報を提供している。マーケットの情報ほか業界情報に、法律の改定や研修などのイベントの

日程など。研修とは、1年に 1回の不動産免許の更新のための研修のことで、1日 3～4時間の講習を受

けることが義務づけられている。 

フランチャイズの規模によってクライアントの負担費用は若干異なるが、月間 700～1,000 ドルの範

囲の手ごろな価格帯で IT サポートを提供している。その中には、Microsoft Office などのコンピュー

タソフトウェアのライセンス費用、RP Data、コマースオーストラリア（どちらも取引事例のデータベ

ース）の利用料も含まれている。IT 費用を固定化させることによって、各加盟店は予算立てがしやすく

なる。その上、本部がまとまった契約することで、各加盟店が各々契約をするよりも単価を下げること

ができるため、大幅なコスト削減ができる。このように手厚い IT サポートが受けられることは Raine & 

Horne 社のフランチャイズに加盟するインセンティブにもなっている。 

加えてこれらのソフトやデータベースはクラウド上で管理されており、世界中どこからでもアクセス

ができる。一例をあげると、経営やマーケティング手法や、コミュニケーション術等のマニュアルや会

計管理システム、広告のテンプレート等がすべてクラウド上から提供されている。 

フランチャイズ加盟店やエージェントから、別のエージェントにお客さんを紹介（referral）する場

合など、物件情報を取り扱いに Raine & Horne 社のネットワークは非常に強みがある。ウェブサイト、

アプリケーション、その他の携帯電話など等の新しいウェブベースのシステムの組み合わせによって、

いつでもどこでもすべてのエージェントに情報共有ができるようになっている。 

毎週、各加盟店の州別・全国レベルのランキングが発表されており、大体、自分あるいは自分の所属

する店舗が上位何位にいるかわかるようになっている。エージェントの記入した日報や週報がもとにな

って、全国ランキングに反映されている。 
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5) 人材育成・採用について 

Raine & Horne 社が提供する教育は多岐にわたっており、営業、物件管理部門、マーケティング、そ

れから CPD 講習（宅建講習に相当）、経営管理等がある。 

3 日間にわたる、責任者向けの研修スケジュールの例では、リーダーシップ、ベンチマーキング、コ

ンプライアンス、法令、監査、その他一般的なエージェントの実技研修を指導しており、1 回の参加者

は 10～12 人くらいに限定している。 

Raine & Horne 社に入社した全員に対して、Raine & Horne 社のブランドについての研修を行ってい

る。業務に対するモチベーションを高めるため、社内で表彰や賞金の仕組みを設けている。昨年は、

高殊勲賞としてベンツがプロパティマネージャーに贈呈された。 

全国から営業・プロパティマネジメント・管理部門を含めて優秀な社員 100 人を、メルボルンカップ

競馬のレースの行事に招待している。旅費、食事代も Raine & Horne 社本部が支出している。昨年の第

1位になったダブルベイのオフィスは、1年間で 1千万ドル（8億円）以上の手数料を稼いだ。ゴルフ大

会も含むインセンティブの会議が年 2回開催されており、今、20～30 人の優績社員が上海にインセンテ

ィブの会議に出かけている。 

 

⑤ 質疑応答（Raine & Horne 社のマーケティング部分） 

 

（Q）新しくフランチャイズ加盟店に加盟する方はどういったタイプの方が多いのか。昔ながらの不動

産業者なのか、若くアグレッシブなビジネスマンなのか？ 

（A）50％は不動産業で使用人として働いていた方が独立して Raine & Horne 社の加盟店になるパター

ン。残りの 50％は既存の事業者が加盟するパターンで、独立の業者が加盟する場合と他のフラン

チャイズに加盟していたが Raine & Horne 社に加盟先を切り替える場合がある。加盟先の切り替

えの場合、教育システムなどのサポートがしっかりしているということが理由になっている。加

盟店のオーナーの平均年齢でいえば 55 歳とさほど若くないが、加盟店に入社する人は 20 歳後半

から 30 歳前半と非常に若い。 

 

（Q）IT 費用以外にフランチャイズに加盟するにあたって費用はどれくらいかかるか？ 

（A）基本料金は 2 万 9,400 ドル（約 250 万円）に加えて税引後純利益に応じた費用がかかる。税引後

純利益 90 万ドルまでが 8％。それを超えると、段階的に 6％、4％と下がる。そのほかにマーケテ

ィング費用として追加で 1％が賦課される。1つの加盟店を運営するのに必要とされるコストは月

間 5万 5,000 ドル（約 500 万円弱）ほどに達する。 

 

（Q）フランチャイズシステムの脅威に感じているものは何かあるか。 

（A）いちばんの心配はフランチャイズ加盟店オーナーの高齢化で、 年長のオーナーは 80 歳に達して

いる。しかし、フランチャイズの開業資金には 15 万ドル（約 1,200 万円）、会社の経営維持費に

月間で 4万ドル（約 300 万円）ぐらいかかるので、若い人が始めるには資金的なハードルが高い。

そのため 3～4人くらいの若いオーナーがお金を出し合って、フランチャイズ加盟店を共同で維持

するケースや、有能なセールスパーソンが、新たに開業するのではなく、所属していた加盟店を

買い取るというようなこともある。 
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 Raine & Horne 社意見交換の様子 

 

 Raine & Horne 社での記念写真 
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５５..  MMccGGrraatthh 社社訪訪問問  

 
2016 年 11 月 28 日 McGrath 社を訪問し、McGrath 氏よりオーストラリア不動産市場の概況と McGrath

社の概要について説明を受けた。 

 
（１） McGrath 社の概要1 
McGrath 社は 1988 年に John McGrath 氏によって創業された。全オーストラリアで も成長している

不動産会社の一つで、オーストラリア東海岸沿いに、現在 91 支店を展開している。特にプレゼンスを

維持しているのが、シドニーを中心とするニューサウスウェールズ州とキャンベラであり、ゴールドコ

ーストを中心とするクイーンズランド州にも展開を加速している。2015 年にはヴィクトリア州にも進出

している。 

現在約 950 人のセールス人員を抱え、前年度実績で販売件数約 12,000 件、管理件数約 28,000 件、約

14 億ドル（約 110 億円）の売上総利益をあげている。 

 

（２） McGrath 社のヒアリング要旨 

①  John McGrath 氏のあいさつ 

「田中さんはじめ皆さんようこそ。今日という機会に当社へ来ていただきありがとうございます。

McGrath 社としましても、昨今の不動産のマーケットの変化については、日々研究、勉強を続けており、

また日本の不動産の概況等についても、今日いろいろお聞きすることができるのを非常に喜ばしく思い

ます。日本もオーストラリアも両国とも、観光事業と不動産というのが、今深く密接に結びついており

ます。それはオーストラリアから日本に行く人、日本からオーストラリアに来る人を含めての話ですが。

今日は McGrath 社の概況とビジネスについてのお話をさせていただきたいと思います。」 

 McGrarh 社での意見交換の様子 

 
                                                  
1 ロゴおよび概要は、McGrath 社 HP より要約、引用した。 
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② オーストラリアの不動産市場概況 

オーストラリアのなかでもシドニーとメルボルンの 2大都市については、ここ 2年間で非常に価格が

上昇している。シドニー周辺の物件の平均価格は 100 万ドルを超えており、そして上級マーケットでは

平均 200 万ドルほど。そして過去 4年間の価格上昇率は、だいたい 65％くらいに達している。 

今、シドニーとメルボルンの住宅不動産市場が強気に推移している主な要因が 2つある。1つは調達

金利が非常に低くなっていること。一般的な住宅ローンが金利 3.75％から調達できる。2つに、市場へ

の住宅供給戸数が非常に少なくなっていること。今までのオーストラリアの住宅マーケットでは、投資

家による購入が 30％、自己使用の購入が 70％と推移していたが、ここに来て 近は 50％が投資家によ

る購入となっており、投資家の購入が急激に伸びている。 

今、住宅購入の市場サイクルのなかで、ここ 6-7 年間でシドニーとメルボルンは、サイクルのピーク

に向かっており、高い成長率を見せていたが、 近はその上昇率も若干ながら鈍くなっており、頂点に

達しつつある。 

オーストラリア全体をみると、西オーストラリアの上昇率は平坦になってきている。メルボルン、シ

ドニーに関しては、過去 2年はだいたい年間 10％から 15％の上昇率を示している一方でパースは価格

が下落している。それでも、人口の増加に対して、住宅供給の伸びが伴っておらず、住宅が非常に不足

している状況となっている。 

ひとつ取引例をあげると、ボンダイビーチで、ボンダイは観光客に有名なエリアだが、１ユニット 500

平米の比較的大きなアパートメントが、総額で 2,500 万ドル（約 20 億円）近くて、平米単価約 5万ド

ル（坪単価約 1,320 万円1）になる。当時では 高記録になった。もうひとつ例をあげるとメルボルンで

現在販売中の新築のマンションは、平米単価が 9,500 ドル、(坪単価約 250 万円)。同じような物件をシ

ドニーで販売するとなると、だいたい価格は 2倍くらいになる。 

 

 McGrath 社 不動産市場概況解説の様子 

 

                                                  
1 坪単価は、1 オーストラリアドル=80 円で計算。 
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③ McGrath 社の業務 

McGrath 社は全豪で 3番目の規模の不動産会社。全部で 95 店舗があり、うち 26 店舗が直営店、残り

の 69 店舗がフランチャイズ店。年間に 12,000 件の件数をこなし、売上総額約 130 億ドル（約 1 兆円）

となっている。 

McGrath 社のエージェントはフルコミッションで働いている。売却 1件につき、50％のコミッション

が与えられている。平均的な売却手数料は売却金額の 2％なので、100 万ドル（約 8,000 万円）の物件

を売却した場合には手数料は 2万ドル（約 160 万円）なので、エージェントは 1万ドル（約 80 万円）

のコミッションを受け取ることになる。エージェントの個人秘書等のコストについては、各エージェン

トが負担することになっている。 

売却物件のうちオークションでの売却割合は一般的な不動産業者では 50％程度だが、McGrath 社では

取扱物件の約 80％がオークションで取引されている。 

通常マーケティング費用は売り主が負担し、売却額の 1％程度を目安としている。インターネットや

新聞、小冊子などの媒体に広告を掲載する他、エージェントが週に 2回各 45 分程度現地案内（open 

inspection）を実施してマーケティング活動を行う。一方で買い手は自らの負担で、建物の事前調査、

弁護士に依頼しての契約書のチェック等を行い、そしてオークションの入札へ臨む。オークションに設

定されている 低落札価格（reserve price）を超えて落札した場合は、買い手と売り手は必ず契約を

締結することになり、いったん締結した契約は破棄することができない。 

オークションが予定されても、事前に交渉することによって、オークションに至らずに契約が成立す

ることもあり、また、オークションで 低落札価格に達しない場合であっても、そのオークションの終

了後に個別の交渉によって売買契約が成立することもある。 

ただし、現在のような強気のマーケットでは、 低落札価格が 200 万ドルに設定されていても、300

万ドルで入札される等、実際の 低落札価格を 50 ％も超える例が多々ある。 

 

④ 質疑応答 

②③で説明のあった内容に対して、質疑応答を行った。なお、質疑の途中でオークションの様子のビ

デオ観賞を行い、観賞以後はビデオに関する質疑も含まれている。 
 

（Q）売却物件の集め方は、時代とともに変化をしているのか？集客には主にインターネットを利用す

ると聞いたが、ものによっては紙媒体のほうが良い等、営業方法に時代による変化があれば教え

てほしい。 

（A）McGrath 社の営業先の概ね 60％は紹介によるもので、残りはオークションの様子を見に来た近隣

の方々で、オークションの日にその方々の連絡先を控え、後日電話営業するなどしている。近隣

住人で物件を見にくる人は、その近所の物件の参考価格を見るために来ている人が多く、自分の

物件を売ることにも関心を持っているので、潜在的な顧客とみなすことができる。もちろんイン

ターネットに広告を出したり、担当エージェントの連絡先と物件の情報が記載された広告チラシ

を近隣に配ったりもしている。 
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（Q）オークションの実施前に買主との交渉が成立すれば、開始直前でもオークションを中止するケー

スがあると聞いたが、その直前というのは、いつ頃までのことを言うのか？ 

（A）直前というのは、ケースバイケースで、極端な場合はオークションが始まる 10 分前に交渉が成立

してオークションをしないこともある。McGrath 社では、原則 1日前に実施のアナウンスがあれ

ば、オークションはするようにしている。オークション物件の売却時期の内訳をみると、30％は

オークション前に売れてしまう。50％が実際にオークションで売れている。残りはオークション

後の交渉によって売れており、すなわち物件の 80％程度は 30 日間で売却が成立している。 

 

（Q）オークションのビデオ観賞の中で、自分でオークションをする方と、エージェントを連れてきて

エージェントにやってもらっている方が映っているようだが、エージェントにオークションを依

頼する人の比率はどれくらいか？ 

（A）エージェントは、売却物件を取り扱う際に、買い手が来たら買い手と話はするが、売手からコミ

ッションをもらっている以上、売り手の側に立つ。売り手と買い手両方の利益を立てることはで

きない。 

買い手でエージェントを使う例は非常に少ない。買い手のうち 5％程度。非常に裕福な方で、時

間がないエグゼクティブの方で、自分で情報を集めたり、わざわざその現場まで行って入札した

りするのができない方が、エージェントを使うこともある。海外の購入者は 2割ぐらいがエージ

ェントを使うことがある。わざわざ現地に足を運ばす、海外にいながら、購入物件のクオリティ

を追求できるというメリットがある。 

 

（Q）買い手エージェントの手数料はどれくらいか？売り手エージェントは 2％程度が相場と聞いた。 

（A）購入価格の 1～2％が買い手エージェントの手数料の相場。もちろん、オークションの入札には、

買い手エージェントを付けなくとも、あらかじめ登録をしておけば電話で参加することもできる。

エージェントはオークション会場で入札希望者と電話をつなぎ、「今いくらだけど、いくらこれか

ら上げますか？」などとやり取りしている。 

 

（Q）マーケティングコストの目安が売買価格の 1％というが、その中にはオークショニアのコストも含

まれるか？ 

（A）1％はあくまで広告費用で、オークショニアの費用は別途約 500 ドルかかる。エージェントのコミ

ッションは売却価格の 2％で、マーケティングコスト（広告費用とかその他）が 1％で、オークシ

ョニアの実労に対しての約 500 ドルが固定になる。取得に関わるコストには、Stamp Duty（不動

産取得税）があり、だいたい 4～5％ぐらいになっている。（ニューサウスウェールズ州では、海

外の方が買う場合には、追加で 4％払う必要があるので、合計で 9％近い Stamp Duty を払うこと

になる）。 

 

（Q）McGrath 社には何人ぐらいオークショニアがいるのか？ 

（A）社内に 25 人、オークション専門のスタッフがいる。できる人は 1日 10 件担当することがある。

不動産のオークショニアになるには、政府の免許が必要だが、それほど難しい資格ではなく、大
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事なことはいかに上手にしゃべるかということだ。彼らは 1日に 50 万円近く稼ぐ。 

（Q）売却する動機としては何が一番多いか？ 

（A）当社では離婚を動機とした売却が 30％を占めている。他、家族の人数が増えたとか、Empty Nest

（空の巣箱）と言って、子どもが出て行けば大きな家はいらないので売却して、こぢんまりとし

た家に居所を移すというそういう動きが出ている。シドニーでは現在、広い戸建てよりも利便性

の高いマンションに人気が集まってきている。 

 

（Q）シドニーの市街地を見ると建築中のマンションがたくさんあり、今後出回るようになると思うが、

新築マンションのオークションをやるケースはあるか？ 

（A）新築物件のほとんどが、建設中に売却が決まっているので、オークションになることはない。ま

た、オークションは実物があるからオークションになるわけであって、未完成の物件にはオーク

ションは成立しない。基本的に、Private Treaty(個人間取引)で売買される。 

 

 McGrath 社での質疑応答の様子 
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 質疑応答・解説の様子 

 記念写真 
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６６..  シシドドニニーー市市内内物物件件視視察察  

（１） タウンホール物件 
 タウンホール物件のパンフレット（表紙） 

 
 タウンホール物件見学の様子 

 
 
  

シドニーの都心のタウンホール至近に立地している。敷地内から、タウンホールの庁舎が望める（左）。 

パンフレットでは、都心に住む利便性とラグジュアリー性が強調されており、近隣には IBM や Ernst & Yang 等のグロ

ーバル企業が立地し（右）、エグゼクティブ向けに販売されている。 
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（２） ヴォークルーズ邸宅 
 ヴォークルーズ邸宅見学の様子 

 
（３） マンリーコーブ邸宅 

 マンリーコーブ邸宅見学の様子 
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図16. （参考）シドニー見学物件の位置
1
 

  

                                                  
1 地図データは Google マップより転載した。物件の位置情報は株式会社 JTB コーポレートセールス佐藤瑛二氏による。 

マンリーコーブ邸宅

タウンホール物件

ヴォークルーズ邸宅
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７７..  LLJJ  HHooookkeerr 社社訪訪問問  

2016 年 11 月 28 日 LJ Hooker 社を訪問した。 

 
（１） LJ Hooker 社概要1 
創業者 Leslie Joseph Hooker（LJ Hooker）によって、1928 年シドニー近郊のマルーブラに設立され

た。LJ Hooker は中国系のオーストラリア人で、元は Tingyou という名前だったが、当時の時代背景も

あり、改名して出自を隠して事業を行っていた。世界恐慌や第二次世界大戦を乗り越えて、オーストラ

リア 大の不動産会社を作り上げた。事業拠点はオーストラリア全土にわたり。国内にとどまらず海外、

特に南太平洋地域を中心に多くの拠点を持っている。代表的な拠点に、ニュージーランド、インドネシ

ア、バヌアツ、パプアニューギニア、香港などがある。 

 
（２） LJ Hooker マンリーオフィス訪問 
物件見学後、LJ Hooker マンリーオフィスを訪問した。マンリーオフィスは、LJ Hooker 社のフラン

チャイズ加盟店の一つであり、生産性の高い加盟店として本部より表彰を受けている。 

 
 マンリー移動時の水上タクシー 

 

 
 
 

                                                  
1 LJ Hooker 社 HP より要約 

マンリーはシドニー中心市街地と湾をはさんだ対岸にあり、水上タクシーで移動した。交通渋滞の心配

がないため、南北シドニー間の移動にはフェリー等の海上交通手段がよく用いられる。 
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① マンリーオフィス代表 Phillip Vicq 氏の説明 

マンリーオフィスでは 14 人のスタッフが働いており、うち 3割が女性の営業スタッフという構成に

なっている。住宅並びに事業用不動産の仲介とその管理も行っている。 

マンリーオフィスでは新築の分譲もあわせて行っているので、年により 500 件の取引がある。新築の

プロジェクトがない年は100件程度におさまることもある。年によって、その取引件数は変わってくる。 

フランチャイズ加盟店として、フランチャイズ本部に払う手数料は通常、7％程度だが、これはその

加盟店と本部との交渉によってある程度変わり、加盟店に交渉力があれば手数料を低く設定できる。マ

ンリーオフィスの手数料は現在 3％で済んでいる。手数料の他に 2％がマーケティングフィーという、

LJ Hooker 社全体のブランドの広告を本部が手がけるための費用を納める必要があるので、現時点で 3％

＋2％＝5％程度を本部に支払っている。 

また、マンリーオフィスは 2015 年と 2016 年で 20 人以下の規模のオフィスの中で も生産性の高い

オフィスとして表彰されている。マンリーエリアは2キロ×500メートルの非常に限られたエリアでの、

営業活動の結果である。 

マンリーオフィスは、物件管理で月当たり約 8万ドル（約 640 万円）、年間にすると 100 万ドル（約

8,000 万円）近い金額を得ている。このため物件管理手数料で、オフィスの運営管理費用をカバーする

ことができ、仲介手数料はほとんどすべて利益になっている。このように物件管理によって高い収益を

上げていることが、高い生産性の理由になっている。 

生産性の高いオフィスとして表彰を受けた時には、マンリーオフィスは 37 件のアパートメントの分

譲プロジェクトを行っており、単価が 270 万ドル（約 2.2 億円）で、2.5％のコミッションをディベロ

ッパーから受けている。 
 LJ Hooker マンリーオフィス代表 Phillip Vicq 氏と表彰状 

 
マンリーオフィスは 20人以下のオフィスの中で も生産性の高いオフィスとして、本部から表彰されている。
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② 質疑応答 

（Q）フランチャイズ本部から、加盟店としてどのようなサポートを受けているか？ 

（A）販売、物件管理、経営管理全般に関する指導を受けている。Phillip 氏は、LJ Hooker 社のフラン

チャイズに加盟する前には、Ray White 社のフランチャイズに加盟していたが、両社を比較する

と LJ Hooker 社のサポートの方が良いと感じている。今まで特に LJ Hooker 社からのサポートに

対して不満を持ったことはない。11 月 28 日から新しい展開するウェブサイトは、LJ Hooker 社本

部と他の加盟店とともに立ち上げたが、その費用は2％のマーケティングフィーに含まれている。 

 

（Q）14 人のエージェントの中で、業績の良いセールスマンは誰か？ 

（A）トップエージェントは、サルバトーレ・カバラロ（Sal Cavallaro）というイタリア系のオースト

ラリア生まれのエージェント。彼は約 100 万ドル（約 8,000 万円）コミッションを稼いでいる。

手数料の配分は事務所が 35％、エージェント個人が 65％の割合になっている。 

（注：McGrath 社の場合は、手数料の配分はエージェント個人 50％、事務所 50％の割合なので、

LJ Hooker 社の方がより個人のエージェントに対してよりインセンティブが与えられている）。 

 

（Q）従業員の中で、管理を担当している方は、何人いるか？ 

（A）3人が管理を担当している。LJ Hooker 社では管理手数料での収入が約 100 万ドル（約 8,000 万円）

稼ぐので、ひとりあたり 30 万ドル以上（2,400 万円）を売り上げており、非常に生産性が高い。 

 

（Q）就業時間はあるか？ 

（A）特に時間の管理はしておらず、スタッフの自主性に委ねている。自分のスタッフには非常に信頼

を置いている。彼らは自分が望むことが何かということを理解しながら仕事をやってくれており、

非常に訓練されているスタッフであると自負している。 

それでも問題が起こったときにはすぐに報告をするよう言っている。早く問題を持ち込めば、大

事になる前に問題解決をすることができる。仮に遅れたとしても、決して怒ったりはしない。 

離職者は非常に少なく、マンリーオフィスのスタッフは 12〜3 年在籍している。ほとんど辞める

人がいないため、経営も非常に安定している。 

 記念写真 
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８８..  メメルルボボルルンン市市内内物物件件視視察察  

（１） サウスヤラ地区物件視察 
 サウスヤラ物件（パンフレットより） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 見学の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1904 年築。メルボルン中心部に近いが、2,244 平米の

広大な敷地を持つ。建物には、寝室 5 室、地下倉庫や 2

台分の駐車場がある。西側に面したテラス、プールやテ

ニスコートもある。売却希望価格は約 10 億円 

近くに、メルボルンでトップレベルの私立学校が

あり、この物件の売りの一つになっている。 

メルボルンにはオーストラリアで も優秀だとい

われるメルボルン大学があり、子供の教育目的で物

件を購入するファミリー層も多い。 
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 サウスヤラ物件（パンフレットより） 

 

 サウスヤラ物件 間取り図 

 

  



 
 

46 

（２） ポートメルボルン地区物件視察 
 ポートメルボルン地区物件（パンフレットより） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 現地案内看板 

 
 
 
  

別の一戸の住宅と一面の壁を共有している連棟式邸宅

（1棟 2戸建）。いわゆる Terraced house。 

売却希望価格は約 2億円。 
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９９..  CCoolllliieerrss  IInntteerrnnaattiioonnaall 社社訪訪問問  

 

 

2016 年 11 月 30 日に Colliers International 社の取扱物件を視察した。別のメルボルンの不動産会

社のへの訪問がキャンセルになったため、急きょ訪問先に加わり、快く訪問を受け入れていただいた。 

 
（１） Colliers International 社の概要1 
Collier International 社は、16,000 人の従業員を抱え、世界 66 カ国に展開するグローバルな不動

産会社である。統括本社はカナダのトロント、グローバル本社はアメリカのシアトルにある。Collier 

International は、1889 年にカナダのトロントに設立された、Macaulay Nicolls が母体となっており、

当時は不動産、物件管理、保険業務を取り扱っていた。その後、Ronald Maitland が運営パートナーに

加わり、Macaulay Nicolls Maitland（MNM）に社名が変わった。 

Colliers International の社名は、1976 年にオーストラリアで設立された別の不動産会社 Colliers

グループに由来している。当時、Colliers グループはアジア太平洋地域とカナダで不動産コンサルタン

ト事業を急速に拡大していた。一方、MNM は 1977 年に 4代目の CEO に John McLernon が就任すると、急

速にグローバル企業の形成を進めた。その一環として 1984 年に NMN は Colliers グループと合併し、こ

れをきっかけに Colliers Macaulay Nicolls、のちに現在の Colliers International に社名を改めた。 

  
 Colliers International 社訪問の様子 

 
 
 
 

                                                  
1 Colliers International 社 HP より 
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（２） Colliers International 社物件視察 

 Colliers International 社の分譲物件 

 

 
 
 
 
 

 記念写真 

  

リバーサイドのマンションの分譲案件 

自治体の規制によってリバーサイドの建物の高さは、河川への日照を保つために、39 階建までに制限され

ている。完成は１年半後の見通しだが、220 戸のうち 30 戸は売約済。平米単価は 13,500 ドル。ペントハウス

は、8,500 万ドル（約 7 億円）で売却予定。 
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１１００..  JJeelllliiss  CCrraaiigg 社社訪訪問問  

 

 

2016 年 11 月 30 日、Jellis Craig 本社を訪問した。そこで、 高経営責任者（CEO）Nick Dowling 氏

と Joy Welch 氏より、会社概要と同社マーケティング戦略についての説明を受けた。 

 
（１） Jellis Craig 社の概要1 
Richard Jellis と Alastair Craig の若い創業者 2人によって 1991 年に設立された。本年（2016 年）

で設立 25 周年を迎える。設立以来、従業員数を増やし続け、メルボルンの東部郊外地域においては、

あらゆる物件の価格レンジにおいて、Jellis Craig 社が売り不動産エージェントの代名詞になるまで成

長した。現在メルボルンに 16 店舗を展開しており、500 人以上のスタッフ、うち 250 人以上の不動産コ

ンサルタントを擁している。取扱物件数は、年間 3,000 件以上にのぼる。 

 

（２） Jellis Craig 社ヒアリング要旨 
 

① 近年の著しい成長 

Jellis Craig 社は、メルボルンの都心部に近い不動産を専門に取り扱っている。全部で 16 の店舗が

あり、14 店舗がメルボルン市内に、あと 2店舗はメルボルンの郊外の高級住宅地にある。店舗数は多く

ないが、各店舗の規模がオーストラリアの一般的な不動産会社のものよりも大きく、1 店舗当たりの売

り上げは非常に大きい。 

図17. Jellis Craig 社 CEO との意見交換の様子 

 

                                                  
1 Jellis Craig 社 HP より要約。 
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Jellis Craig 社は、2016 年で創業から 25 年になる。 初の 20 年間は、サウスヤラの周辺だけで営

業していたが、ここ 5年間で大幅な拡大成長を遂げた。オーストラリアの中でもメルボルンはオークシ

ョンが盛んに行われている地域だが、Jellis Craig 社は、オークションに特化している。エージェント

契約を締結してから 4週間で、徹底したマーケティングを行うので、80％の成功率でオークションが成

立している。オークション以外の一般の売却方法（Private Treaty 等）は、マーケットが弱いところや、

特殊物件に採用される傾向がある。 

Jellis Craig 社の従業員数と過去 5年の売上の推移をみると、非常に速いスピードで成長をしている

ことが分かる。ほとんどの収入が仲介手数料から成り立っており、そして物件管理手数料、そのほかに

保険代理店収入等の雑収入がある。オーストラリアの一般的な不動産会社の傾向としては、仲介手数料

収入が主な収入源になってはいるものの、会社規模がそれなりに大きくなると、仲介手数料以外からの

収入も確保しなければいけないという課題がある。物件管理業務件数の増加が Jellis Craig 社の成長

におい注目すべきポイントにいる。もともと管理件数は 2,700 件程度たったが、現在は 1万件を超える

までに伸びてきている。 

  

② マーケティング戦略 

Joy Welch 氏は、Jellis Craig 社の非常に有能なマーケティングの責任者である。オーストラリアの

売主は、マーケティングにかなり費用をかけるが、Jellis Craig 社の場合も例に漏れず、1 件当たり 1

万～2万ドル（80 万～160 万円）近いマーケティング費用をかけている。1年間に Jellis Craig 社の顧

客が広告に使う費用の合計は約 4,000 万ドル（約 32 億円）にも上る。そのほか、会社全体として、会

社案内、市場情報収集、その他の媒体に年間約 200 万ドル（約 1.6 億円）の予算を使っている。今、オ

ーストラリアの中でも、広告媒体は紙面からウェブの媒体に移りつつあるが、新聞広告、会社の冊子も

等の紙媒体も徹底的に活用するようにしている。会社がつくる自社のウェブサイトにも、多額の投資を

行っている。Jellis Craig 社のウェブサイトは、ヴィクトリア州のベストサイトとして表彰を受けてい

る。 

創立して以来 Jellis Craig 社という社名を使い続けているが、ブランドイメージ等については常に

変え続けてきている。他社は 10 年、15 年と同じロゴを使い続けているが、Jellis Craig 社は常に新し

い物に変え続けている。 

セールススタッフはフルコミッションで働いており、一番稼ぐスタッフで年間 200 万ドル（約 1 億

6,000 万円）近い仲介手数料を得ている。顧客から受け取った手数料のうち 50％が会社に、50％は担当

者に配分されている。物件管理は、不動産会社を評価するにあたって、重要な位置づけとなっている。

300 件の物件管理をしていると、そのビジネスは 100 万ドルの価値があるとみなされる。 

 

③ 最近の不動産業界の傾向（インターネット・コンプライアンス） 

現在の不動産業界の傾向には、2 つの特徴的な傾向がみられる。一つは、ウェブの媒体をマーケティ

ングに使うようになってきていること。そのメリットには、今まで、広いエリアでランダムにマーケテ

ィングをやってきていたが、現在、Facebook 等の SNS を活用して、ピンポイントに顧客を絞ってマーケ

ティングができるようになったことが挙げられる。 

 もう１つの傾向として、コンプライアンスが求められるようになったことが挙げられる。政府の規制

が不動産業界に非常に強く働くようになり、セールスパーソンが顧客にどのように情報を提供するか、
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どのように記載するか厳しく規制されるようになった。さらに、外国人投資家による投資についても、

同様の傾向がみられる。今までは、海外からの投資については、ある種の法律は厳しく適用されている

が、別の法律についてはそうでもないなど、適用にばらつきがあったが、国内からの投資と同様のコン

プライアンスが求められるようになった。オーストラリアでは外国人投資家による不動産投資が盛んで、

Jellis Craig 社グループ全体の収入のうち、中華系の投資家からの収入が 30～50％を占めている。オ

ーストラリア全体でみると不動産市場の 15％が外国人投資家による投資が占めており、その中で中国の

投資家からの投資が 3～5 割を占めている。現在は市場全体で外国人投資家からの投資が占める割合が

10％程度にまで下がっている。 

全体ルールとして、一例をあげると、ディベロッパーは 100 戸の不動産開発プロジェクトのうち 50

戸までしか外国人投資家向けに販売することができない。居住権のある中国人は外国人という扱いには

ならないので、居住権を持つ中国人を含めると、全体の新しく販売されるプロジェクトの 5～7 割が中

華系の人が購入して、新築マーケットが支えられている。 

 

④ 質疑応答 

（Q）ベストウェブサイトを受賞したウェブサイトを拝見し、ウェブサイトを変えていくにあたって、

こういったニーズがあったから、こう変えたとか、こう変えたから、非常に、反響があったとか、

具体的な例があったら、教えていただきたい。 

（A）売り手にとっては彼らの物件が検索で見つけられやすくなるように。買い手にとっては、分かり

やすいマッピングシステムなど、希望条件にあった物件が見つけやすいようなウェブサイトを作

っている。さらに、顧客情報などのビッグデータに基づいてプッシュマーケティングも行ってい

る。 

ウェブサイトがハブとして機能するように、電子プラットフォームを組んでいる。つまり、電子

メール、ソーシャルメディアのキャンペーン広告や紙媒体の広告などあらゆる媒体がウェブサイ

トへのアクセスにつながって、ワンストップで必要な情報が得られるようにしている。 

ウェブサイトを活用してはいるが、各担当の顧客データベース、各店舗の顧客データベース、会

社全体の顧客データベースの顧客に対して、常に電話営業は欠かさないようにしている。電話営

業という従来の営業手法が非常に大事であると考えている。 

 

（Q）フランチャイズ・フィーはどれくらいか？ 

（A）フランチャイズ・フィーは収益の 7％を課している。7％でマーケティング、管理費用等のコスト

をカバーしている。 

 

（Q）１店舗当たりの規模が非常に大きいと聞いたが。大体何人が在籍しており、年間いくらくらいの

売り上げになるのか？ 

（A）大きな店舗で 80 人。 も規模の小さいウッドエンド店で 5～10 人が在籍している。 

Jellis Craig 社は 16 の店舗を持っているが、１つの会社が 3～4店の店舗を持っていることもあ

り、事実上は 4、5人の経営者たちと取引をしていることになる。事実上の経営者の数が少ないた

め、経営に柔軟性を持たせることができ、経営手法の変更等がやりやすくなっている。 
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（Q）優秀なセールスパーソンは何が違うと考えるか？ 

（A）アンドリューというセールスパーソンがおり、彼は常に 200 万～300 万ドルの売り上げを立ててい

る。彼は、１人のアシスタントがいるだけだが、23 年間担当エリアに集中的に特化して、顧客を

獲得している。彼は常に正直で、倫理観を持って顧客に接しており、それが結果的には信頼を高

め、成功につながっていると考える。 

 

（Q）大手になって寡占を進めることが大事だと考えているように思われるが、そう考えるようになっ

た原因は何か？ 

（A）創業から 20 年は規模的にはそれほど大きくはなかったが、IT 化の取り組みやマーケティング、こ

こ５年間の急拡大に結びついていると考えている。結果的に拡大路線をとっていることになって

いるが、一つひとつの案件を大切にしたいので、これ以上拡大するつもりはない。件数をこなす

というよりは、不動産の価値の高いエリアに人材などの経営資源を投下し、もう少し質にこだわ

るような経営に移行していきたいと考えている。 

メルボルンは簡単に言うと村社会が複合的になって構成されているような地域で、地域に密着し

たプレゼンスを持たせていかないといけない。オフィスビルの案件については、中心部に集中す

ればいいが、住宅の案件については、地域に密着してマーケティングを進めていくことが大切だ

と考えている。 

 

（Q）ウェブサイトに成約価格のデータを開示しているようだが、成約価格データの開示は戦略的に行

っているのか？ 

（A）成約価格のデータを開示することで、このエージェントなら、このくらいの値段で売るのだろう

ということが分かる。開示データを見たお客さんから、Jellis Craig 社のエージェントに、「う

ちの物件はどれくらいの値段で売れるか？」という問合せが来ることもあるので、マーケティン

グは有効に働いている。 

 

（Q）顧客との信頼関係があるから価格開示できると思うが、どのようにして、顧客からの同意を取り

付けるのか？ 

（A）オーストラリアの文化なのか、ほとんどの人が価格開示については特段問題がないという。いず

れにせよ、政府規制で、引き渡し後 3か月経つと、成約価格は一般が知り得る情報になる。 

オークションで売買された場合には、多くの参加者の前で価格が決まっているので、おのずと公

開情報になる。先週の土曜日は、5 時間で 130 件のオークションが行われている。夜 7 時までに

100 件の成約結果がオフィスのほうに届いているので、それが、データベースに取り込まれ、イ

ンターネット上の公開データになる。 

 

（A）メルボルンでのシェアはどれくらいを占めているのか？ 

（Q）メルボルン全体でいうと、取引金額では 10％、取引件数では 5％程度のシェアを持っている。

Doncaster や Hawthorn 等店舗のあるエリアでは 40％を占めている。取引シェアに比べて金額シェ

アが高いのは、1件当たりの取引金額が高くなっているため。 
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 質疑応答の様子 

 

 記念写真 
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１１１１..  ササンンククチチュュアアリリーーココーーブブ視視察察  

2016 年 12 月 1 日、ゴールドコーストに移動し、高級リゾート地のサンクチュアリーコーブの物件を

見学した。後述するが、サンクチュアリーコーブは日系資本の投資で開発が進んだエリアである。 

 
（１） サンクチュアリーコーブの物件視察 1 

 ゴルフ場物件 

  
 
 
 
 

ゴルフ場に面した高級物件 

 売却希望価格 200～250 万ドル（約 1.7 億～2億円）

敷地面積 1,187 平米 

寝室４室にプールつき 

敷地がゴルフ場に面している 
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（２） サンクチュアリーコーブの物件視察 2 

 ウォーターフロント物件 

 
 
  

水路に面した高級物件 

 売却希望価格 200～250 万ドル（約 1.7 億～2億円） 

 敷地面積 915 平米 

寝室４室にプールつき 

プールの向こうは水路に面しており、クルーザーが停

泊できる。 
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（３） ゴールドコーストの不動産市場 
ゴールドコースト訪問にあたり、現地コーディネーターの砂川氏より、クイーンズランドおよびゴー

ルドコーストの不動産業についてのレクチャーを受けた。サンクチュアリーコーブを含む高級リゾート

地は日系企業の資本投下によって開発がすすめられたエリアであり、そのような開発の背景について、

より重点的な説明を受けた。 
 

① クイーンズランドの不動産業 

オーストラリアの不動産業者は、仲介業務を主たる業務としている。土地や建物を仕入れて転売する

行為は法律で禁止されている。日本では不要だが、賃貸の管理業務にも不動産業のライセンスが必要に

なっている。 

不動産業のライセンスの取得には通学や講習の受講が必要だが、日本の宅地建物取引士のような資格

試験はなく、さほど資格取得は難しくない。きちんと講習を受けていれば問題なく資格を取得できる。 

砂川氏がライセンスを取得した当時（30 年ほど前）には、もっと資格制度は厳格だった。砂川氏は夜

間学校に 2年間通学し、すべての科目を修了した後、不動産会社で 2年間の実務を経て、ようやく免許

の申請ができた。現在、規制が緩和されて、科目を修了しさえすれば、免許を申請できるようになった。

このように規制が緩和された背景には、雇用の創出の意図がある。政府の目論見通り、規制緩和をきっ

かけに市場に参入する不動産会社が増加している。 

 

② ゴールドコーストの発展 

1) リゾート地としての発展 

温暖なゴールドコーストは小さなリゾートとして始まったが、バブル期の日系企業の巨額の投資をき

っかけに大きく発展した。今では、ほとんどの日系資本が撤退しているが、ゴルフ場やマリーナ等かな

りのインフラが日系企業の投資によって作られた。 
コンドミニアム（区分所有形態の集合住宅、日本でいうリゾートマンション）は地元の開発業者が、

土地を仕入れて開発し、地元の人が賃貸目的に購入することが多い。リゾート地は、所有者が 1年のう

ち数週間だけ滞在して、あとは観光客等に賃貸することを目的に購入することが多いため、管理規約の

中で短期貸出ができることが定められている。オーストラリアのコンドミニアムの管理規約は、日本の

ものと比べて緩やかになっている。一方で、不特定多数の人が出入りすることが好ましくないという人

もいるので、一定期間以下の短期の貸し出しを制限している物件もある。 
 

2) 三角地域の一角として 

クイーンズランド州では、三角地域（ブリスベンの北方にサンシャインコースト、西方トゥーンバ、

南方ゴールドコーストを結ぶ三角形のエリア）の発展が著しい。現在このエリアには、クイーンズラン

ド州の全人口の 70％（480 万人中 340 万人）が集中している。クイーンズランド州政府の政策で、市街

化区域（Foot Print）を中心に人口を増加させるべく、インフラ整備を進めている。 
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図18. クイーンズランド州の三角地域
1
 

 
クイーンズランド州 大の都市ブリスベンとゴー

ルドコーストのアクセスの整備が進められており、

1996 年にブリスベン空港、ブリスベン市内、ゴー

ルドコーストを結ぶ電車が開通、2000 年に無料高

速道路の拡幅工事が行われて、両都市間の電車や

自動車での移動が容易になった。 

2014 年に路面電車が開通し、ゴールドコースト

の不動産開発にもインパクトを与えている。ブリ

スベンとゴールドコースト空港を結ぶ電車の延伸

工事も進んでおり、乗り換えになってしまうが、

ブリスベンとゴールドコーストの中心地が電車と

路面電車で結合することになった。ちなみに、ゴ

ールドコーストの路面電車には日系企業（丸紅）

が参画している。 

 
 
 

 ゴールドコーストの路面電車 

 

                                                  
1現地コーディネーター、ワイドエステート砂川氏の配布資料より引用した。 
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3) 質の高いライフスタイルを実現できる都市 

平日をしっかり働いた分、余暇をのんびり過ごすのに向いているため、ゴールドコーストは質の高い

ライフスタイルを実現できるエリアとしてファミリー層に特に人気がある。 

オーストラリア人は余暇に対する考えがしっかりしており、日本の労働基準法に相当する法律で、年

間を通じて 20 日間の有給休暇を支給することが義務付けられている。オーストラリアでは有給を取得

することは文化的に根付いており、通常 2週間、業種によっては 4週間有給休暇を取得することも多い。 

その背景には、有給休暇を取得すると従業員に手当が支給されることと、有給休暇の未消化分が会社

の貸借対照表上で債務として計上されることが挙げられる。従業員にとっては休まないよりも休んだ方

が有利であり、経営者は未消化の有給がたまると銀行に債務が残っていると指摘されることもあるため、

経営者側にも有給休暇を取らせるインセンティブが働く。 

砂川氏のワイドエステートは 4～5 人規模の小さな会社だが、従業員には年間 低 2 週間の有給休暇

を取るように促し、休暇中は従業員間で業務を調整させている。 

 

③ サンクチュアリーコーブについて 

今回サンクチュアリーコーブで見学する物件は、もともと日系企業が保有していた物件だったが、バ

ブル崩壊後、債権者の手に渡り、今はマレーシア企業が保有している。 

法律の規制があるため、オーストラリアでは外国人は既存住宅を購入できない。ただし、サンクチュ

アリーコーブは特区に指定されており、例外的に外国人でも既存住宅を購入できる。ゴールドコースト

には同様の特区が 3か所あり、サンクチュアリーコーブの他にロイヤルファイン、ホープアイランドリ

ゾートがある。これら 3か所はどれも日本人が保有していたエリアだが、バブル崩壊の折にことごとく

手放してしまった。現在となってはオーストラリアの富裕層に人気があるため、当時の倍以上の高値で

取引されている。 

それでもシドニー、メルボルンと比べれば、ゴールドコーストの不動産価格は割安なため、シドニー、

メルボルンの資産を売却して、ゴールドコーストの物件を購入する例が多い。 

 

 ゴールドコーストの中心市街 
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 サーファーズパラダイス 
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１１２２..  RRaayy  WWhhiittee 社社訪訪問問  

 
 2016 年 12 月 1 日 Ray White サーファーズパラダイスグループを訪問し、代表 Andrew P. Bell 氏より

歓迎を受けた。 

 
（１） Ray White 社概要1 
Ray White 社は 1902 年にクイーンズランド州の小さな田舎町 Crowns Nest で創業された。今はオース

トラリアにおいて も成功している不動産会社の一つで、オーストラリアにとどまらず、ニュージーラ

ンド、インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア、中国、中東、米国アトランタなどにも展開し、

1,000 以上の個人オフィスを抱えている。 

従業員数は全世界で 13,000 人以上、売上総額約 390 億ドル（約 3 兆円）を誇る。現在もなお家族経

営企業の形態で経営を行っている。現在の代表は、Brian White AO と Paul White で創業者 White 一族

の 3代目にあたる。 

 
（２） Ray White 社ヒアリング概要 

① 代表 Andrew P. Bell 氏のあいさつ 

 Andrew P. Bell 氏（中央） 

 

「日本からこんなにたくさんの皆さんのような代表の方が来てくださるのは久しぶりなので本当に

心から歓迎させていただきます。ありがとうございます。1990 年代は日本の方がたくさん、満ち潮みた

いに来られて、今、たくさん残っている大きな建物は、大体日本の業者がつくって下さって、ゴールド

コーストを発展させて下さいました。 

                                                  
1 Ray White 社 HP より要約 
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 お忙しい中、ここに来てくださったということも、きっと様々な目的があると思いますので、集中し

てゴールドコーストの不動産業界の状況等をお知らせしたいと思います。皆さん、何かご質問がありま

したら遠慮なくおっしゃってください。」 
 

② ゴールドコースト経済概況 

1)  外需依存型の経済から内需主導型の経済への移行 

ゴールドコーストはオーストラリア全体の中で６番目に大きな都市だが、首都ではなくただの市なの

で、リラックスした雰囲気が感じられる。ゴールドコーストには、素晴らしい海、空、風景があり、そ

の魅力に惹き付けられた人が住みつくなどして人口が増えてきた。過去 30 年間でゴールドコーストは

急激に成長した都市だが、地域経済は建築業と観光業に大きく依存している。このような産業構造は地

域経済にとって非常にリスクがある。建築産業が不振になったり、観光客の客足が落ち込んだりすると、

地域経済全体に影響が及ぶからだ。このような背景もあり、建築産業・観光業の景気の波に引きずられ

る形で、ゴールドコーストの不況と好況のサイクルは概ね 7年ごとで繰り返している。 

 今でも、建築産業や観光業は、地域の重要な産業であり続けているが、ゴールドコーストは世界金融

危機が起こってから、別の領域についても振興しようと取り組んでいる。例えば、学術分野。 近は海

外からの留学生、特に中国からの留学生がゴールドコーストの大学に訪れて、ゴールドコーストは国際

的な学術都市に変わってきている。さらに大学には医療分野等の研究所があり、研究所からライフサイ

エンス関係の製造業ができるなど、産業基盤が強化されてきている。現在、ゴールドコーストの永住者

は 65 万人で、毎年 10 万人増えている。人口規模が十分な規模になっており、観光などの外需依存の経

済から徐々に脱却し、内需主導の経済へと移行しつつある。 

2018 年 4 月に英国連邦に属している国と地域のおよそ 70 の団体でコモンウェルスゲームズというオ

リンピック並みのスポーツ大会がゴールドコーストで開催される。それに伴って、ゴールドコーストの

インフラが整備されている。道路や病院、カジノも新しくできており、カジノの横には大きなショッピ

ングセンターも開設された。このようなインフラ投資がゴールドコーストの社会資本形成の起爆剤にな

っている。 

 
2) 海外からの不動産投資の変遷 

ゴールドコーストが国際的に注目を浴びているのは、とても幸運なことだ。1980 年代にゴールドコー

ストの魅力に海外で初めて着目したのは日本だった。1990 年の半ばに日本の投資家が撤退した後は、香

港やシンガポール等のアジア諸国から投資家がやってきた。1990 年の後半のアジア経済危機の後にはア

ジア諸国からの投資も減退したが、2000 年から UAE 等のアラブ諸国の投資が活発に行われ、その後はロ

シアが注目しだし、ここ 5年は中国からの投資が活発に行われている。このように、ゴールドコースト

はオーストラリア国内のみにとどまらず、様々な国の注目を集めている。だから、われわれは様々な国

から来てくれる人々を大いに歓迎しており、非常に嬉しく思っている。 

 アメリカで起こった金融危機の影響で不動産の価格も大幅に下落した。しかし、ここ 2年は、不動産

の価格も急激に上昇し、回復している。日本円で 10 億円にもなるような物件も速やかに売れるように

なっている。 
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③  質疑応答 

 意見交換の様子 

 
（Q）景気サイクルの波を乗り越えながら、これだけ事業を伸ばしてこられた理由は何か？ 

（A）短い目ではなく、長い目で物を見るようにしている。景気には波があるということを理解して、

景気の波の底にいるときにも、すぐに状況に適応するようにしている。われわれの会社には非常

に明確なビジョンがある。船で海を渡るように、目標を定めて、船が風や波に流されても目標に

向かって進むようにしている。 

だから Ray White サーファーズパラダイスグループのリーダーとして、ややこしい状況に翻弄さ

れないように、常にビジョンに向かってシンプルであろうとしている。リーダーとして 初にや

るべきことはビジョンを創造すること。第２番目にそのビジョンに到達するためにどうしたらい

いのかということを考えること。そして第３番目はそれをするためにチームリーダーとまた話し

あうこと。 

 

（Q）チームリーダー以下のスタッフの強みや特徴があれば教えてほしい。 

（A）チームリーダーを見ると、スタッフの様子も分かる。スタッフはチームリーダーの影響を受けて

いる。チームでは家族のような関係で、リーダーには、気軽に話しかけられる雰囲気がある。社

長であっても、何か問題があれば、いつでも気軽に相談が持ちかけられる。スタッフが動いてく

れなければ、仕事もできないので、スタッフが自分にとって一番の財産だと思っている。 
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（Q）Ray White サーファーズパラダイスグループとして他に手掛けている事業は何かあるか？ 

（A）商業物件、工場物件、プレステージ物件、アパートメント、戸建、船舶のブローカー、アトラン

タや中国にも事務所を構えて海外事業も展開している。 

Ray White 社にとって船舶部門を持つことはとても自然なことで、大きな高級住宅を持っている

人は、家が海に面しているので、桟橋があり、桟橋もあったら大きな船も持っている。そのため、

引っ越しに伴い船を売りたいという需要が生じ、それに応じるかたちで船舶部門を作った。先週

はケアンズで 500 万ドルの船舶を販売するなど、引き合いが多い。 

 

（Q）ゴールドコーストは、シドニー、メルボルンと比べて、退職後の人や、国際的な投資を集めてい

る等の特徴があると思われるが、Ray White 社としてリスティングを獲得し、マーケティングを

行う上で特別な手法があれば教えてほしい。 

（A）不動産業は 100 年間ずっと「High income Low service（高い割にサービスが悪い）」とか「Catch 

and kill(編集者注; catch and kiss のもじりで、直訳すると捕まえたらすぐに潰せ！)」と言わ

れ続けていた。 

Ray White 社として、セールスマンが一人当り 1,500 人の顧客リストを持っており、パーソナル

で親しみのある交流を心がけている。「今日売りませんか？では、明日売りませんか？」といった

やり方ではなく、心から奉仕する営業スタイルに変わってきている。実際に不動産を売りたいの

は 1,500 人の中でもほんのひと握りだが、それをしないことにはそのひと握りの人とも信頼関係

を構築できないと考えている。信頼関係を構築できれば潜在的売り手から別の売り手を紹介され

ることもある。 

売り手には 2つのタイプはあり、1つは転勤や転居や銀行での返済の都合などでできるだけ早く

売りたい人。2つは、高い値段が付いたら売りたいという、急ぎではない人。2番目のタイプの人

には、なるべく高い値段をつけるが、売却を急がないのであまりマーケティングに費用をかけな

い。１番目のタイプの人は早く売るために、マーケティング費用をかけるようにしている。 

買い手も 2つのタイプがある。１つは Active buyer と呼んでいるタイプで、そのような人たちは、

リアルエステートドットコムやドメイン等のデジタル媒体で一生懸命物件を検索している。その

結果、不動産市場についてありとあらゆる知識を蓄えているので、なかなか購入を決められず、

手ごわい買い手になっている。 

2 つ目は Passive Buyer と呼んでいるタイプで、そのような人たちは、結果的に良い買い手にな

る。デジタル媒体等での検索は特にしないで、実際に良い家を目の前にして、とても気に入った

と言って、すぐに購入を決めてくれる。私たちは、Passive Buyer に向けてのマーケティングを

行うように心がけている。 

10 年前の も洗練されたマーケティングは、家の目の前に「For Sale」の看板をかけて、近所に

チラシを配って、新聞広告を出すというものだった。看板やチラシは、今でももちろん大事だが、

Google や facebook 等の新しいプラットフォームに広告することも必要になってきている。今朝

大きな新聞会社の人とカジュアルなミーティングをしたが、オーストラリアの不動産エージェン

トはのんびりしているので、ソーシャルメディアなどの新しい技術の変化についていけずに、3

年後には、エージェントの 50％は業界から姿を消しているだろうと冗談を言っていたところだっ

た。 
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 Ray White 社の For Sale の看板 

 

（Q） 不動産の購入者は、海外からの購入者もいる

と聞いたが、シドニーやメルボルンなどの他のオー

ストラリアの地域からもやってくるのか？ 

（A） アパートメントの購入者の 60％は、ゴールド

コーストで休暇を過ごしたいというオーストラリア

人で、彼らはオーストラリアのあらゆる地域からや

ってきている。うち 50％は、車で 1時間程度のブリ

スベンからの購入者。残りは便利な立地にあるとい

う理由で、地元の人が購入している。戸建住宅にな

ると構成が変わり、75％は地元の人が居住目的で購

入しており、20％は投資目的、残りの 5％は外国人に

よる購入となっている。 

 

 

 記念写真 
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１１３３..  豪豪州州不不動動産産流流通通市市場場  視視察察をを終終ええてて  

 11 月 25 日から 12 月 4 日に亘り、シドニー、メルボルン、ゴールドコーストの 3都市をめぐり、6 社

の不動産会社を訪問し 8件の物件を視察した。 

 歴史的な低金利の中で住宅が投資先として選ばれていること、移民などによる人口成長で住宅の供給

が追い付いていないことから、住宅価格が高騰しているという現状がわかった。今回訪問した都市では、

依然として住宅価格の上昇は続いているものの、徐々に需給バランスのギャップが狭まりつつあり、そ

の上昇率は徐々に鈍っている。ヒアリングを通じてオーストラリアの不動産業界を取り巻く景気の波が

感じられた。 

 不動産会社訪問では、6 社 6 様のマーケティング戦略を見ることができた。シドニーでは WEB 上のマ

ーケティングツールの開発に力を入れている Raine & Horne 社、紹介による集客が中心でオークション

に特化した McGrath 社、物件管理に力を入れて安定的な収益を得ている LJ Hooker マンリーオフィス。

メルボルンではマンションや商業物件の分譲に強みのある Colliers International 社、都市部や高級

住宅地に特化したマーケティングを行っている Jellis Craig 社。ゴールドコーストの Ray White サー

ファーズパラダイスグループは、他の都市部からのリタイア後の移住者が多いことから、小冊子や電話

等の従来のマーケティング手法も重視しているようであった。同じオーストラリア国内でも、地域性や

自社がターゲットとする顧客特性に応じて、適切なマーケティング手法を採用していることが感じられ

た。 

 2016 年は日豪両国が友好協力基本条約を調印して 40 周年の節目を迎えた記念の年であり、この視察

が日豪の不動産流通業界の友好に少しでも貢献できたなら幸いである。 
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１１５５..  参参考考資資料料（（英英文文））  

 
■OVERVIEW OF REAL ESTATE TRANSACTIONS IN JAPAN 
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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.  The  industry  contributes  to  the  creation  and 

maintenance of  living and urban environments  in  Japan.  It  is obvious that residences, offices and 

other properties are foundations of people’s lives and corporate activities. The real estate industry 

has  supported  the  growth  of  the  Japanese  economy  through  a  supply  of  high‐quality  detached 

housings  and  condominiums  over  the  history.  The  revitalization  of  cities  and  regions  by 

developments  of  real  estate, management  and  operations  of  offices  and  commercial  facilities, 

securitizations of real estate and other various related businesses has also accelerated the growth 

of the Japanese economy. 

According to the Annual Report on National Accounts, the real estate  industry comprises more 

than 10% of the national gross domestic product (GDP). Additionally, the added value per employee 

according  to  the  fiscal  year 2014  Financial  Statements  Statistics of Corporations by  industry was 

18.06 million  yen  (7.05 million  yen  for  all  industries).  Compared with  other  industries,  the  real 

estate industry enjoys a higher perch and holds a vital position within the Japanese economy. 

    
   

Especially, residence properties carry an important role as a cornerstone of domestic demand. In 

order to respond to diversifying housing needs which arise from changes in household composition 

and lifestyles, it is essential to establish a high‐quality residential property stocks, equipped with an 

earthquake resistance and environment‐friendly performance by properly repairing and rebuilding 

deteriorated properties.   

 

Value Added per Employee
In 2014 (in million yen)

18.06 7.05>
Real Estate All Industry
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2. Real Estate Transactions Based on the Law   
The  real  estate  industry  comprises  of  four  domains;  1)  Transaction,  2)  For‐sale  Property,  3) 

Leasing and 4) Development. 

As  for  a  real  estate  transaction,  its  primary  business  is  consisted  of  selling,  purchasing, 

transferring  of  land  and  buildings,  intermediating  leases  and  sales  brokering  of  for‐sale  homes. 

These are carried by real estate broker agents. A security and fairness are required in a transaction 

process, especially when signing agreements and delivering bought/sold properties. For customers 

who desire to sell real estate property, the broker agents provide with an appropriate appraisal and 

marketing  activities.  For  those who  desire  to  buy  real  estate  property,  they  provide with  listing 

information that meets the customers’ requirements and wishes.   

For the safe and fair transactions, the Building Lots and Buildings Transaction Business Act calls 

for broker agents to obtain a designated license. This law stipulates various matters such as system 

of  licensed agents, terms about brokering agreements, compensation restrictions, advertisements 

and explanation of important matters to ensure a consumer protection and fair trading.   

The total number of existing homes has now exceeded the total number of households and this 

situation  is effectively accelerating a revitalization of existing home market.  In 2006, the Basic Act 

for  Housing  was  enacted  and  the  Japanese  housing  policy  was  transitioned  from  the 

quantity‐focused  to  the  quality‐focused  in  line  with  the  revitalization.  In  2016,  the  Cabinet 

approved  the  Basic  Plan  for  Housing.  The  Plan  was  aiming  to  prompt  the  transactions  and 

renovation of existing house and expand their market size 20 trillion yen. 

 

 

【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  buying,  selling  and  leasing.  Since  the  capital  requirement  to  commence  the  business  is 

relatively  small and  local  characteristics differ by  regions,  the business used  to be dominated by 

small  local  players  until major  real  estate  firms  entered  into  the market  during  the mid‐1960s. 

Nowadays,  there  are  roughly  124,000  licensed  brokering  companies  (the  license  based  on  the 

Building  Lots  and  Buildings  Transaction  Business  Act),  yet  still  most  of  them  are  small  and 

medium‐sized companies. They are mainly acting as an  intermediary for the buying and selling of 

existing homes and renting apartments and other housings. Those who are large‐scaled brokers are 

also handling  sales of  large buildings and acting as a  sales agent  for new detached housing and 

condominium projects built by developers. 

The license system for broker agents was established in 1952 with an enactment of the Building 

Lots and Buildings Transaction Business Act1. The number of  licensed companies rose dramatically 

through the early 1970s due to a concentration of  industry and population  in major cities and an 

increase of housing demand. Some of the factors behind this include; 1) increase in housing stock of 

long‐term owned houses, 2) the steep increase in supply of condominiums from the early 1970s, 3) 

generalization of house  replacement  corresponding  to  a  change of  lifestyles  and  relocation. This 

period  is  the  very  same  timing  when  major  and  large  companies  began  entering  into  the 

transaction  business.  The  modernization  of  the  business  caught  an  attention  of  the  Japanese 

society, especially how the large companies and small and medium‐sized companies separate their 

own business niches and how they would exist alongside each other. 

【History of Building Lot and Building Transaction Firms】 

 
Note: Above graph is re‐created based upon the report, “Real Estate in Japan 2016”.    

                                                  
1 The  Building  Lots  and  Buildings  Transaction  Business  Act  provide  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 means  that  broker  agents  take  a  position 

between two parties, buyers and sellers, for sale or lease transactions. And broker agents strive to 

bring  the  agreement  to  conclusion.  The  contractual  relationship  stated  in  a  broker  agreement2 

used to be very unclear, and that often resulted in a cause of troubles between the related parties. 

The 1980 revision to the law was made in order to clarify the contractual relationship by obligating 

broker agents to document certain terms and conditions in the broker agreement. In addition, with 

regard to the Exclusive Agency Listing Agreement  in which a seller cannot ask multiple companies 

as his or her broker agents, the law called for broker agents to register their owned information as 

much as possible with an  information network organization, and to ask them to strive  for signing 

agreements by disclosing adequate information to their clients. Eight industry bodies, including the 

FRK,  supported  this  information  network  organization.  As  a  result,  over  100  “designated 

information network organizations” were established all over the country.   

【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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【Flow of Real Estate Brokerage Work in Japan】 

 

Note: Created by FRK based upon disclosed information   

 
4. Development of “REINS” 
In 1986, the Ministry of Construction  (currently, Ministry of Land,  Infrastructure, Transport and 

Tourism)  developed  the  Real  Estate  Information  Network  System  (REINS)  with  the  Real  Estate 

Transaction Modernization  Center,  which  is  currently  changed  their  name  into  the  Real  Estate 

Transaction  Promotion  Center.  This  development  was  aimed  to  enable  cooperation  among 

information network organizations. On  the other hand,  in 1990, one of  the presently used  three 

agreement  types,  an  Exclusive  Right‐to‐Sell  Listing  Agreement  came  into  effect.  Since  then, 

transactions based on  this  agreement have  required  the broker  to  register  their  listings with  an 

information  network  organization  designated  by  the Minister  of  Construction.  Along  with  this 

movement, not only maintaining the information system, but also integrating information network 

organizations became necessary. As a result, unified information network organizations were newly 

designated  at  each  region  by  the Ministry  of  Construction  and  “REINS” was  introduced  to  the 

organizations accordingly. 

Furthermore, the Building Lots and Buildings Transaction Business Act were revised in April 1997. 

With  this  revision,  listings  based  on  the  Exclusive  Agency  Listing  Agreements  obligated  broker 

agents  to  register  their owned  information with designated  information network organizations as 

well  as  the  case  of  the  Exclusive  Right‐to‐Sell  Listing  Agreements.  The  revised  law  also  clearly 

stipulated that information network organization is to be a public‐service corporation as one of the 

designation requirements. Eventually, new information network organizations were reformed into 4 

bodies located at four regions in Japan from 37 certified information network organizations. 
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5. Transaction Market for Existing Homes in the Tokyo Metropolitan 
Area 

In 2014,  there were 11,125 detached houses contracted,  the average contract price was 29.58 

million yen (average land area: 148.73 square meters; average building area: 105.81 square meters) 

and  the  average  building  age  was  20.54  years.  For  condominiums,  there  were  33,265  units 

contracted, the average contract price was 27.89 million yen (average unit price per square meter: 

434,100 yen; average area: 64.25 square meters) and the average building age was 19.66 years. 

In recent years, while the number of detached houses contracted has stayed the same level, the 

number of contracted condominiums 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 2014) 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 2014) by  the Real Estate  Information 
Network for East Japan. 
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6. Utilization of the Internet   
    Trends of using the  Internet  in the real estate transaction sector have taken root thanks to the 

permeation and spread of information technology throughout the Japanese society. 

    As well as  information websites provided by broker agent  companies who are also developing 

business on  the  internet, various  types of  information website exist, such as websites created by 

the industry bodies and portal sites specialized in real estate information. In each website, strength 

and uniqueness can be found. 

    In spite of the information on the internet, people thinking of acquiring a specific property would 

possibly ask  for  specialized knowledge about  real estate  transactions more  specifically and more 

detailed  information which cannot be available on the  Internet. As such,  it  is  important for broker 

agent companies to acquire even greater expertise so that they may properly serve their customers 

and customers’ needs. 
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7. Vitalization of the Transaction Market for Existing Homes 
    The Basic Act for Housing enacted in 2006 was aimed for shifting the focus of housing policy from 

ensuring  quantity  to  improving  quality  and  for  a  utilization  of  housing  stock.  To  promote  a 

vitalization of the transaction market of existing homes,  it  is  important to provide consumers who 

feel anxious about the quality of existing homes with necessary and adequate information. To do so, 

home inspections and home deficit warranties for a risk hedge are to be widely‐spread as a part of 

transaction  practice,  and  fully  acknowledged  by  consumers.  Secondly,  it  is  also  necessary  to 

promote  a  renovation  of  housings  stimulated  by  real  estate  transaction  business.  Lastly, 

reconsidering  the  current  appraisal  practice  might  be  needed.  With  the  current  practice,  the 

existing homes on the market are depreciated with the lapse of time and eventually turned them to 

zero‐valued properties after 20 to 25 years. Rather than that, an improvement of quality added to 

the existing homes  should be considered as  the very asset value on  the market and  that market 

value is to be reflected on the transaction price and to be a reference for the evaluation of collateral. 

That  is why  it becomes crucially  important, an appropriate maintenance and management of  the 

existing homes,  in order  to make  the properties valuable on  the market  regardless of a  lapse of 

time. 

【Historical Move of New Residential construction starts and Existing Home Sales Volume】 

 
Reference: Real Estate Transaction Statistics Hand Book 2016 by FRK 
Note 1: The  figures of existing home sales volume  in 2014 and  the existing home sales volume  rate  in 2014 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  association  of  real  estate  agents.  Its  consisting  members  are  major  and  medium‐sized 

housing manufacturers and real estate companies that focus on real estate marketing activities. FRK 

has been engaged in operations such as providing real estate information in order to facilitate and 

modernize real estate marketing. FRK’s activity started more than 40 years ago with its antecedent 

body,  the Real Estate Transaction Center,  founded  in 1968  for  the purpose of an  improvement of 

Japanese people’s housing conditions. 

    At present, Principal role of FRK is to develop the real estate market and to facilitate real estate 

transactions for the safe and smooth provisions of real estate properties, specifically retail such as 

residential  properties.  For  the  consumers,  FRK  is  consulting  policy  recommendations  and 

conducting some research and study, in terms of real estate retail markets and environments. 

For  the  safety  and  facilitation  of  real  estate  transactions,  FRK  holds  regularly  seminars  and 

training courses for talent improvements of real estate 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  a 

development of network for distributions/exchanges 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.  The  organizations  are  to  promote  development  of  information  network  and 

exchange of real estate information. Members of FRK can obtain various kinds of information 

from  the  nationwide  network  through  the Headquarters  and  six  branch  offices,  via  their 

connected systems. 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 a 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



    13 
 

 

2) Operation 2– 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 

 

3) Operation 3 – 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. FRK commits to its usage promotion 

for the purpose that consumers can safely join 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 the other partnerships. Currently, FRK has five international partnerships such as The 

National Association of Estate Agents (NAEA), The International Real Estate Federation (IREF) and so 

forth. 

 

Reference   
[1] Real Estate in Japan 2016 by the Real Estate Companies Association of Japan 
[2] Real Estate Transaction Statistics Hand Book 2016 by FRK 
[3] FRK’s Home Page 
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オーストラリアについて

2

オーストラリアの概観 ①

オーストラリアについて

７つの州より構成されており、人口は約2,300万人の国家。首都はキャンベラ（首都特別地域：ＡＣＴ）

ブリスベンに次いで、シドニーとメルボルンはオーストラリアの中でも も人口が多い地域。ブリスベンは、近年急激に
人口が増加傾向にある、いわゆる「ゴールドコースト（Gold Coast）」、「サンシャインコースト（Sunshine Coast）」に隣接
しているしている

ノーザンテリトリー準州
人口：23.7万人

1980年の1,472万人と比べ人口が約60％程
度増加している

オーストラリアの主要な都市と人口

西オ ストラリア州

ダーウィン
人口：23.7万人

人口：461.1万人

クイーンズランド州

直近人口増加の3割強が、自然増であり、7
割弱が移民によって構成されている

安定した経済成長を背景に、政府は移民法
をより経済的合理性に適ったものに整備。労

人口：247.3万人

西オーストラリア州

パース

ブリスベン

ニューサウスウェールズ州
人口：734.9万人

をより経済的合理性に適ったものに整備。労
働力確保を目的に積極的な移民政策を採用
している

ビザの発給にあたっては、技能、英語力、学
歴 資産等が評価の対象にされ 国益に結パ ス

南オーストラリア州

メルボルン
人口：166.6万人

ビクトリア州

アデレード
首都：キャンベラ
人口：38.0万人

シドニー 歴、資産等が評価の対象にされ、国益に結
びつく移民をより多く受け入れられるように
なっている

人口：567.7万人

タスマニア州
人口：51.2万人

州都
オ ストラリア首都

3
【出典】オーストラリア統計局2014年12月現在

オーストラリア首都



オーストラリアの概観 ②

オーストラリア経済状況について

GDPは、2015年時点で1.6兆ドル（約130兆円）程度。2005年からの経年で見ると増加し続けていることが分かる

経済成長率は、約10年平均で見ると2.7％程度でマイナス成長は見られない。直近の2015年12月時点でも、2.16％と
なっている

（10億AUSドル）
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【出典】オーストラリア統計局2015年
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4

【出典】オ ストラリア統計局2015年
（注1）ＧＤＰ金額は、支出ベースの季節調整後、連鎖実質値を採用した
（注2）経済成長率：（当年GDP-昨年GDP）÷昨年GDP×100
（注3）経済成長率平均値は、2006年から2015年までの平均とした
（注4）ドルはオーストラリアドル。1ドル=約80円として換算。以後同じ
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オーストラリアの不動産産業について

オーストラリアにおける不動産産業

付加価値額を2014年と2015年で比較した増加
率でみると、不動産業は31.9％増加している

オーストラリア全体における産業付加価値額
のうち 第２位の増加率となっている

31.9%

鉱業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

情報通信業

付加価値額増加率（対前年）

のうち、第２位の増加率となっている

オーストラリアの全産業付加価値額に占める
不動産産業の割合は３％（584億ドル）

卸売業

公共,サポートサービス

娯楽業

小売業

宿泊業，飲食サービス業

医療，福祉

鉱業

2015豪州総付加価値額に占める
不動産付加価値額の割合

建設業

農業・林業・漁業

運輸業，郵便業

電気・ガス・熱供給・水道業

教育，学習支援業

その他

卸売業

3%

不動産業の付加価値額
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製造業
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2015年業界別付加価値額（十億AUSドル） 不動産業の付加価値額
＝584億ドル
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オーストラリアの不動産マーケットについて

オーストラリアの不動産マーケットの位置

ＪＬＬによれば世界で も透明性が高く洗練された不動産マーケットといわれている

安定的な政治環境、豊富な天然資源、急成長するサービスセクターにより海外投資家にとっても投資しやすいマー
ケットとなっている

2014年のJones Lang LaSalle Global Real Estate Transparency Index（注）において世界第３位にランクされており 透2014年のJones Lang LaSalle Global Real Estate Transparency Index（注）において世界第３位にランクされており、透
明性の観点から特に注目されている

（注） Transparency Index（透明性の指標）：Jones Lang LaSalle Investment Managementの独自調査にて、各国の不動産マーケットにつ
いて①パフォーマンス②市場の基礎条件③ビークルのガバナンス状況④法令整備⑤取引のプロセスの5項目で評価した結果

(注）他 現地コ ディネ タ は オ ストラリアが世界 も透明性が高く洗練されたマ ケットといわれる理由として①英語圏であること(注）他、現地コーディネーターは、オーストラリアが世界 も透明性が高く洗練されたマーケットといわれる理由として①英語圏であること
②法整備が進んでいること③客観的な取引データが整備されていることの3点を挙げている

世界ランキング 総合スコア 市場 透明性度合い

【Jones Lang LaSalle Global Real Estate Transparency Index】
世界ランキング 総合スコア 市場 透明性度合い

1 1.25 英国
透明性が高い
(Highly Transparent)

2 1.34 米国

3 1.36 オーストラリア

4 1.44 ニュージーランド

5 1.52 フランス

6 1.52 カナダ

7 1.57 オランダ

8 1.62 アイルランド

9 1 69 フィンランド9 1.69 フィンランド

10 1.73 スイス

11 1.79 スウェーデン 透明性がある
(Transparent)12 1.81 ドイツ

13 1.81 シンガポール

6

13 1.81 シンガポ ル

14 1.87 香港

・・・

26 1.90 日本 透明性がある 【出典】Jones Lang LaSalleウェブサイト

オーストラリアの住宅着工状況

新設住宅工事価格

オーストラリア統計局によれば、新設住宅工事価格は2015年で650億ドル（約5.2兆円）

経年で見ると、リーマンショックの影響を受けた2009年はゆるやかな減少傾向が見られるが、2011年以降は一貫して
上昇している

新設住宅許可数新設住宅許可数

オーストラリア統計局によれば、新設住宅許可数は2015年で23万戸

経年で見ると、新設住宅工事価格同様、2011年以降は、順調に戸数を伸ばしている
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【出典】オーストラリア統計局2015年資料
（注1）住宅新設工事価格（Total value of building jobs,Total

7

（注1）住宅新設工事価格（Total value of building jobs,Total
New Residential）は、Table38の値を採用。季節調整後
の値である

（注2）新設住宅許可数（Total number of dwelling units Total
New Residential）は、Table20の値を採用



オーストラリアの不動産取引について

8

オーストラリアの不動産契約形態 ①

不動産エージェントの規制

不動産契約形態は、各州によってそれぞれ規制法があり、定められている。例えばシドニーのあるニューサウス
ウェールズ（ＮＳＷ）では、Property, Stock and Business Agents Act 2002, Property, Stock and Business Agents Act 
2014, Residential Tenancies Act 2010に規定される

ＮＳＷを例に取ると、必ずエージェント覚書（Agent Agreement）を書面にて行った後に契約書を締結する。エージェンＮＳＷを例に取ると、必ずエ ジェント覚書（Agent Agreement）を書面にて行った後に契約書を締結する。エ ジェン
ト覚書には、契約期間や契約手数料等の詳細を予め明記しておかなければならない

通常オーストラリアのエージェント契約には、Exclusive Agency（専属専任媒介）とGeneral Agency（一般媒介）がある。
売主がExclusive Agencyを選択した場合は、売主自ら買い手を捜した場合においても、エージェントに手数料を支払う
ことになることになる

南オーストラリア州では、Exclusive Agencyは、Sole Agency（専任媒介）と呼ばれる

一方南オーストラリア州以外で用いられるSole Agencyは、意味が異なる。ほぼExclusive Agencyと同様の意味だが、
売主が買い手を見つけた場合は、エージェントに対して手数料は払わなくても良い

通常売り手は、契約期間をエージェント契約に明記する必要がある。クイーンズランド州では、通常契約期間は6ヶ月
以内と定められているが、期間の延長は合意があれば可能である

なお、たとえExclusive Agencyの契約期間が切れたとしても、General Agency（一般媒介）は残る。従ってエージェント
は、売り手物件を売却し、手数料を得る権利を持っているため、当該エージェントに売却してほしくない場合は、書面は、売り手物件を売却し、手数料を得る権利を持っているため、当該 ジェントに売却してほしくない場合は、書面
にてGeneral Agencyを終了する旨通知する必要がある

同一エージェントが、売主、買主の双方の代理をすることを規制している。一般法上、利益が相反する当事者の代理
人を務めることはできない

オ ストラリアの不動産エ ジ ントは 仲介業のみを生業とし 買取は行わない 売り手エ ジ ントのみを行うことオーストラリアの不動産エージェントは、仲介業のみを生業とし、買取は行わない。売り手エージェントのみを行うこと
が義務付けられている

広告費など販売促進費はエージェントではなく、売主が負担する（州によってはエージェント手数料に含む）

9

【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014
Everything you need to know (But forget to ask) 
when selling or buying property, Mary Smits, 2012
大京穴吹不動産 セミナー資料



南オーストラリア州以外では、以下の３つの形態が存在する

オーストラリアの不動産契約形態 ② 南オーストラリア州以外

Sole Agencyはほぼ、Exclusive Agencyと同等であり、Exclusive AgencyとGeneral Agencyが用いられる

General AgencySole AgencyExclusive Agency

日本における、一般媒介
契約に相当するといわれ
る。売主とエージェントの
間に拘束力はないため複

日本における、専属専任
媒介に相当するといわれ
る。売主が短期間且つ効
果的に物件売却を検討す

内 容 は 、 ほ ぼ Exclusive
Agencyに相当。ただ、売
り手が買い手を見つけた
場 合 は 、 手 数 料 を エ ー 間に拘束力はな ため複

数のエージェントに物件
情 報 を 流 し 、 多 く の オ
ファーを取付けることが可
能。なおAuction、Tender、

果的 物件売却を検討す
る場合において も有効
とされている。1社のエー
ジェントに全てを一任する
ことによりプレッシャーを

場 合 は 、 手 数 料 を
ジェントに支払う必要はな
い。稀に見られる契約形
態

能。なお 、 、
Expression of Interestで
は、統括エージェントを選
定するため、この契約形
態は用いられない

より ッシャ を
かけ、エージェントも自社
に手数料が入ることが確
実なため、売却活動に全
力を尽くす 態 用 れなを す

10

【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014
Everything you need to know (But forget to ask) 
when selling or buying property, Mary Smits, 2012 

南オーストラリア州では、Exclusive AgencyをSole Agencyと呼ぶことがある

オーストラリアの不動産契約形態 ③ 南オーストラリア州

General AgencySole Agency General Agency

本 お る 般媒介

Sole Agency

日本における 専属専任 日本における、一般媒介
契約に相当するといわれ
る。売主とエージェントの
間に拘束力はないため複
数 ジ 物件

日本における、専属専任
媒介に相当するといわれ
る。売主が短期間且つ効
果的に物件売却を検討す
る場合において も有効 数のエージェントに物件

情 報 を 流 し 、 多 く の オ
ファーを取付けることが可
能。なおAuction、Tender、

る場合において も有効
とされている。1社のエー
ジェントに全てを一任する
ことによりプレッシャーを
かけ ジ ントも自社 Expression of Interestで

は、統括エージェントを選
定するため、この契約形
態は用いられない

かけ、エージェントも自社
に手数料が入ることが確
実なため、売却活動に全
力を尽くす
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【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014
Everything you need to know (But forget to ask) 
when selling or buying property, Mary Smits, 2012



オーストラリアの不動産売却方法

対象物件、金額、期間等によって売却方法は異なるものの、主に以下の４つ方法が存在する

１ ２

Private Treaty
（一般仲介）

Auction
（競売）（ 般仲介） （競売）

３ ４

Tender
（入札）

Expression of 
Interest（入札）

（購入意思の明示）
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【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014

（注）①～④以外にも一定数個人間売買が存在すると考えられる

オーストラリアの不動産売却方法 -Private Treaty（一般仲介）-

①Private Treaty（一般仲介）

日本における一般的な不動産仲介同様、物件情報、価格を明示して、買い手と個別の交渉を行う

交渉期日等の時間的な制約を買い手が受けないこと、買主間の時間的な競争原理が働かないことから、物件の売却
までには時間がかかる

売却時期につき時間的な制約を受けている場合には 競売や入札等の手法を用いるのが一般的売却時期につき時間的な制約を受けている場合には、競売や入札等の手法を用いるのが一般的
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【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014



オーストラリアの不動産売却方法 -Auction（競売）-

②Auction（競売）

日本における競売物件とは異なり、市場流通が十分可能な物件で、住宅では特にハイエンドの物件が対象とされる

買い手同士に価格を競わす形で物件売却を行う

住宅または物件金額が比較的小さな事業用不動産の売却（概ね500万ドル、日本円で約4億円以下）によく活用され、
市場価格が反映され 主に以下の二つの方法がある；市場価格が反映され、主に以下の二つの方法がある；

物件所在地で予め設定された期日に行われるオークション（On Site Auction）

会場にてオークショニア（オークションを仕切る人）により競りが行われるオークション

価格が競りあがり、売主が設定した 低売却価格（Reserve Price）を超えた場合に 高金額に応じた者が、落札者と
して買い手になるして買い手になる

落札者（買い手）は、落札後すぐに売買契約を締結し、手付け金（Deposit）を支払い一定期間中に残金決済及び物件
の引渡しを行う

買い手は、オークションが開催される前に契約書の精査（必要に応じて契約書が交付される）、物件調査、資金調達
等の手配等を済ませておく必要がある

競りが 低売却価格に達しない場合（Pass In）、売主の選択によって物件売却を拒否することができる。その場合、
後日、興味を示してきた買い手と個別交渉をすることもある

オークションの終盤 オークショニアが他に指値があるか聞き 指値がない場合カウントダウンを行う（Fall of theオークションの終盤、オークショニアが他に指値があるか聞き、指値がない場合カウントダウンを行う（Fall of the 
hammer)。これはオークションの終わりを告げるシグナルでもあり、このハンマーの後にはいかなる指値も受け入れら
れない。また、Fall of the hammerの前に も高値の指値をしたものは、契約書へサインする必要がある
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【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014

オーストラリアの不動産売却方法 –Tender（入札）-

③Tender（入札）

日本における入札に相当

比較的規模の大きな事業用不動産の売却に用いられる（概ね500万ドル、日本円で約4億円以上）

入札には、Closed TenderとPublic Tenderがあり、いずれも売り手が設定した期日迄に金額、契約時期、支払方法等
の売買条件を記した書面を売り手のエージェントが用意する入札する投函箱に投函する形で行われるの売買条件を記した書面を売り手のエージェントが用意する入札する投函箱に投函する形で行われる

期日までに入札が出来ない者は、買主との交渉権がなくなる

売主が提示する一定条件を買主が承諾した上で、出来る限りの価格を明示する入札（Unconditional Offer）と、売主
の提示する条件に対して一部異なった条件や買主からの要請を提示する入札（Non-Conforming Offer）とがある

入札されたオファーはエージェントから、売主に報告され、その後売主は金額、条件等が売り手の希望に適う入札者
と契約締結に向けて個別詳細交渉を行う

入札内容の検討に当たっては、購入金額の大小だけが選定条件にはならず、買主がデューディリジェンス（物件精
査）を必要とするか否か、また契約締結までに掛かる時間（デューディリジェンス及びその他の手続きにかかる日数）、査）を必要とするか否か、また契約締結までに掛かる時間（デュ ディリジェンス及びその他の手続きにかかる日数）、
買い手の信用度等も重要な選定条件になる

オファーの金額が高く、短期間に契約が締結ができ、また契約書において売り手が提示する条件に対し、変更の極力
少ない条件で合意できる買い手が売主にとっての望ましい買い手となる

買い手は与えられた専任期間に契約締結に向け デ ディリジ ンスならびに条件交渉を行う買い手は与えられた専任期間に契約締結に向け、デューディリジェンスならびに条件交渉を行う

デューディリジェンス等で重大な瑕疵が発見された場合は、契約締結に至らないことがある。そのため売り手は事前
に自ら徹底したデューディリジェンスを行っておくことが求められる
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【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014



オーストラリアの不動産売却方法–Expression of Interest（購入意思の明示）-

④Expression of Interest（購入意思の明示）

基本的な流れは、AuctionやTenderに順ずる

契約内容につき買主、売主が双方の事業計画、資金計画に合わせて柔軟に話し合うことができる

売主が明示する条件および期日までに、買主が購入条件、金額等を明示する形で行われる

基本的には T d におけるN C fi i Off に類似する基本的には、TenderにおけるNon Confirming Offerに類似する

契約内容につき柔軟に交渉できる点が、Private Treaty（一般仲介）にも似ているが、買主の購入意思の表明につい
て、期日が設定されていることによって売却時期のスケジュールが立てやすくなるとともに、複数の買主と同時に交渉
を進めることによって、競争原理が買主間で働き、買主との売買交渉につき、売主がより有利な条件で交渉を進める

が 能ことが可能
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【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014

オーストラリアの不動産売却の主な流れ

契約締結前、契約締結時、決済時での流れは以下のとおり

• エージェントとエージェント契約締結

• エージェントがマーケティング活動を実施

• 売主・買主間で価格やその他条件について合意

契約締結前
• エージェントが売主側事務弁護士と買主及び買主側事務弁護士に合意内容の詳細を通知

• 売主側事務弁護士が、売買契約書を作成。買主側事務弁護士に（指定がない場合は買主に直接）送付

•事務弁護士間で売主・買主それぞれが署名した2部の契約書のうち1部を交換

•買主による手付け金（Deposit）が支払われ （通常 物件の5-10％）売り手側のエージェン

契約締結時

•買主による手付け金（Deposit）が支払われ、（通常、物件の5 10％）売り手側のエ ジェン

トが通常、信託口座で管理

•買主は事務弁護士を通じて売主の事務弁護士に残金（銀行小切手等による）の支払いをする

•手付け金を信託口座からリリースする旨の手紙を手配

決済時

手付け金を信託 座からリリ スする旨の手紙を手配

•売主側は事務弁護士を通じ、買主側に、土地権利書、譲渡証書、鍵（抵当権がある場合はその
抹消証明）等を買主に引き渡す
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【出典】日豪プロパティソリューションズ
「豪州経済およびシドニー不動産について」2014



オーストラリアの不動産オークション

18

オーストラリアのオークションの状況

各州主要都市では、オークションに比べ一般仲介での売却割合が68％以上となっており高い水準にある

集合住宅に比べ、戸建ての売却金額が一般仲介、オークション問わず総じて高い

中でもキャンベラ、シドニー、メルボルン等特に売却金額の高い地域は、オークションの割合が高いことが観察される

（千AUS）
1年間の一般仲介とオークションの売却状況（2015/9末現在）

（千AUS）
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一般仲介売却割合 オークション売却割合
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【出典】CoreLogic Australia Capital City statistics, 12 
months ending September 2015

（注）：各項目の訳は（株）価値総合研究所による

売買金額（中央値） 売買金額（中央値）



（参考）オーストラリアのオークションの状況

各州主要都市では、オークションに比べ一般仲介での売却割合が68％以上となっており高い水準にある

集合住宅に比べ、戸建ての売却金額が一般仲介、オークション問わず総じて高い

中でもキャンベラ、シドニー、メルボルン等特に売却金額の高い地域は、オークションの割合が高いことが観察される

1年間の一般仲介とオークションの状況（2015/9末現在）

千ＡＵＳ 円換算（千円） 千ＡＵＳ 円換算（千円）

Canberra 戸建て 68 9% 31 1% $553 ¥44 240 $670 ¥53 600

一般仲介
売買金額（中央値）

オークション
売買金額（中央値）物件タイプ 一般仲介売却割合 オークション売却割合

Canberra 戸建て 68.9% 31.1% $553 ¥44,240 $670 ¥53,600

集合住宅 94.2% 5.8% $410 ¥32,800 $520 ¥41,595

Sydney 戸建て 69.3% 30.7% $700 ¥56,000 $1,260 ¥100,800

集合住宅 79.0% 21.0% $600 ¥48,000 $785 ¥62,800

Darwin 戸建て 96.8% 3.2% $570 ¥45,600 $590 ¥47,200

集合住宅 99.2% 0.8% $459 ¥36,720 $465 ¥37,180

Brisbane 戸建て 93.2% 6.8% $480 ¥38,400 $712 ¥56,980

集合住宅 97.8% 2.2% $395 ¥31,600 $506 ¥40,460集

Adelaide 戸建て 92.2% 7.8% $410 ¥32,800 $556 ¥44,480

集合住宅 96.3% 3.7% $338 ¥27,000 $461 ¥36,880

Greater Hobart 戸建て 97.4% 2.6% $351 ¥28,090 $389 ¥31,080

集合住宅 99 1% 0 9% $275 ¥22 000 $268 ¥21 400集合住宅 99.1% 0.9% $275 ¥22,000 $268 ¥21,400

Melbourne 戸建て 68.1% 31.9% $492 ¥39,344 $835 ¥66,800

集合住宅 72.0% 28.0% $435 ¥34,800 $581 ¥46,480

Perth 戸建て 98.3% 1.7% $545 ¥43,600 $883 ¥70,640
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【出典】CoreLogic Australia Capital City statistics, 12 
months ending September 2015

（注）：各項目の訳は（株）価値総合研究所による

集合住宅 99.6% 0.4% $430 ¥34,400 $713 ¥57,000

日豪のオークション（競売）物件の違い

オーストラリアのオークション物件は日本の競売物件と比べ不動産取引の性格を帯びている

不動産取引を管轄する法と同様の法規制が適用される（州により異なる）

不動産エージェントによるケアが受けられる

一方で、値決めやｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝの実施など自己責任において行う部分もある

日本一般流通
物件

日本
競売物件

オーストラリア
ｵｰｸｼｮﾝ物件

民事執行法 不動産契約形態
適用される法律 宅地建物取引業法

民事執行法 不動産契約形態
の法と同様

※州による

物件案内/説明 ○ × ○＊エージェントによる

自己責任

物件案内/説明 ○ × ○＊エージェントによる

内覧可否 ○ × ○＊エージェントによる

瑕疵担保有無 ○ × ー
＊買主インスペクシ ン負担

自己責任
瑕疵担保有無

＊買主インスペクション負担

鍵の引渡し ○ × ○＊エージェントによる

物件引渡し ○ × ○＊エージェントによる

特徴
業法/宅建業者に
よるケアがある

訴訟等自己によ
る申立てで解決

ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝなど
自己責任による
もの以外に、契
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よるケアがある る申立てで解決 約書/業者によ
るケアもある



オークションにおける買い主の流れ（QLDの場合）

意
すぐに

注意点

クーリングオフがない

オークション前

準備をする

オークション

参加にあたって

落札成功
すぐに

契約書にサイン

クーリングオフがない

・ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ未実施
・購入意思がなくなった
・支払能力がない

上記のいずれが該当して

準備をする

・物件ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ
・資金工面
・物件ﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ
・市場調査

参加にあたって
・オークショニアに参加

登録手続きを実施
・オークショニアに契約

の変更点があるか確認

すぐにサイン
しない場合

上記のいずれが該当して
もｵｰｸｼｮﾝ参加を登録し/落
札した場合契約は締結し
なければならない

市場調査
・契約書のコピーを入手
・ｵｰｸｼｮﾝに成功した場合

に備えて法的助言を受
ける

の変更点があるか確認
・物件に係る質問があれ

ば済ませておく
・オークショニアにＣＭ
Ａ（Comparative

・落札した価格（支払能
力ある/なしに関らず）

・再ｵｰｸｼｮﾝのコスト

以下を支払う義務発生

また通常ｵｰｸｼｮﾝの 売買

契約書は、無条件での指
値を求めるため、以下の
ような条件付き条項を入

ける
売主ｴｰｼﾞｪﾝﾄに確認

・決値の何％が頭金か
・支払方法（通常は個人/
銀行小切手/預金譲渡）

Ａ（Comparative 
Market Analysis）を
貰う

・Dummy Bid（偽の指

・再ｵ ｸｼｮﾝのコスト
・次回ｵｰｸｼｮﾝでの落札価

格と支払わなかった今
回の落札価格の差額

ような条件付き条項を入
れることもできない
・資金調達状況による
・担保確保状況による

銀行小切手/預金譲渡）
・物件のﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ価値
※売主/ｴｰｼﾞｪﾝﾄが金額示
唆を行うことは違法

Dummy Bid（偽の指
値）は買い手・売り手
いずれであっても違法

再度ｵｰｸｼｮﾝ売主

Reserve Price
に達しない場合ｵｰｸｼｮﾝ参加資格：

オークショニアに参加登録すれ

が実施され
た場合参加

興味を示し
個別交渉し

物件
売却
拒否
した
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オ クショ アに参加登録すれ
ば、原則誰でも参加可能

Pass In
個別交渉し
てもらう

【出典】Queensland Government Home Page (last update 2/Dec/2014)

した
場合QLDのみ！

オークショニア（ｵｰｸｼｮﾝ実施者）について（QLDの場合）

ライセンスが必要

不動産オークションを取り行う場合は、有効なライセンスが必要（不動産エージェントの資格/家財オークショナーの資
格とは異なる）

不動産エージェントがオークショナーのライセンスを取得することも可能

QLDの政府HPでは オークショニアがライセンスを保持しているか検索できるサイトがあるQLDの政府HPでは、オ クショニアがライセンスを保持しているか検索できるサイトがある

ｵｰｸｼｮﾝ会場で

会場では、分かるように名前を掲示し、オークション開始時に名前をアナウンスすることが求められる（名前を掲示す
るだけで法的に問題はないものの、掲示だけというケースはないという）

以下のような状況での進行は避けるように規定されている

・荒れ模様の天気（強風など）の屋外での実施

・オークショニアが広い敷地内を歩きまわりながら話す など

オ クシ は売却条件をｵ ｸｼ 開始前に ナウ する必要があるオークショニアは売却条件をｵｰｸｼｮﾝ開始前にアナウンスする必要がある

頭金の金額

インスペクションの詳細

オークションに関連する情報 などオークションに関連する情報 など

オークショニアは場合によって、未署名の売買契約書を使用して、売却条件を開示することもある

ｵｰｸｼｮﾝ進行中の決まり

オークショニアはオークション参加者（買い手）に 低売却価格（Reserve Price）が設定されているかを教えることはでオ クショ アはオ クション参加者（買い手）に 低売却価格（Reserve Price）が設定されているかを教えることはで
きるが、いくらかを教えることは出来ない

オークショニアは、オークション中に 低売却価格を超えた時に、その旨アナウンスをすることができるがしなくてもよ
い。する場合は、真実を告げる必要がある

（参考）2014年の規制撤廃
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（参考）2014年の規制撤廃

クイーンズランド州のみ、Price Guide（価格の照会）がオークショニア・不動産エージェント共に禁止された



（参考）オークションの価格照会（QLDの場合）

クイーンズランド州では不動産エージェントでもオークショニアでも価格示唆をすることは禁止

クイーンズランド州以外では、オークション前に価格示唆を貰うことは可能

クイーンズランド州では、価格示唆が禁止された代わりに周辺地域の類似不動産価格を入手することは可能

：オーストラリアで最も大きな不動産情報提供会社

【（例）ＮＴのオークションサイト】 【ＱＬＤのオークションオークション】

“価格示唆をもらう” “価格示唆をもらう”
の表示がない

24
【出典】realestate.com.au

オーストラリアの物件検査（インスペクション）
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インスペクション(NSWの場合) ①

インスペクションの実施実施

Ｍｕｓｔではないが、買主は州政府から実施するよう喚起されている（”should”を利用）

実施しない選択肢もあるが、その場合の不具合や問題解決は全て買主の自己責任となる

買主がインスペクションの実施費用負担

インスペクション費用負担について

現状は買主負担だが、売主負担にすべきという議論もＮＳＷで出て来ている

理由 シドニ など不動産価格高騰が著しいマ ケ トでは インスペクシ ンコストが消費者にと て大きな負担理由：シドニーなど不動産価格高騰が著しいマーケットでは、インスペクションコストが消費者にとって大きな負担

“You go to an auction thereʻs a good chance 
youʼll be looking at five different properties 

【翻訳】

「もしあなたが、不動産オークションで購入を考
えていて 2週間物件を見て周って 5つの良い物over the course of a few weeks – thatʻs five 

different reports,” ・・・・（省略）
"That imposes a serious cost to the consumer 
in circumstances where there's no guarantee 

えていて、2週間物件を見て周って、5つの良い物

件を見つけたとしよう。この場合、それぞれの物
件に5つのインスペクションレポートを取得しなけ
ればならないんだよ。」・・・・（省略）

「深刻なコスト負担を消費者に強いている状況だthey'll get the property anyway."
（NSW公正取引局 ドミネロ氏のインタビューより抜粋）

「深刻なコスト負担を消費者に強いている状況だ。
消費者は、オークションだからどの物件も確実に
手に入れられる保証はないのだから。」
（NSW公正取引局 ドミネロ氏のインタビューより抜粋）
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【出典】The Sydney Morning Herald New South Wales, 2015年8月22日
Victor Dominello signals real estate crackdown amid booming 

property market 

インスペクション(NSWの場合) ②

インスペクションの種類

Personal Inspection（個人点検）：購入検討者が物件内覧時に行うことが一般的。外見部分での物件の状態を点検

Pre-Purchase Inspection（購入前点検）：物件購入前に行う検査。通常オーストラリア基準に則したレポート形式で作
成され、業者に依頼して行う。法令で義務付けられているわけではないが、必ず実施するように強く推奨されており、
チェック項目リスト等も公開している（内容は州ごと・業者によって異なる）。全て目視による点検であり 構造上の点チェック項目リスト等も公開している（内容は州ごと 業者によって異なる）。全て目視による点検であり、構造上の点
検は含まれていない

購入前点検が推奨されている理由

①購入前に物件にどんな問題があるのかが把握できる

②知り得た情報をベースに売主との価格交渉に利用できる

③経年で起こりうる問題を専門家のアドバイスにより把握できる

Pre-Purchase Inspectionレポートに含まれていない内容

①物件の点検できない場所（目視で確認できない場所）①物件の点検できない場所（目視で確認できない場所）

②業者の専門領域外に関する事項

③修復・改修費用見積り

④シロアリ・害虫点検

その他のインスペクションレポート：Pre-Purchase Inspectionに加えて検討される

Special Purpose Inspection report：通常のPre-Purchase Inspectionレポートでカバーしきれない以下の点を盛
り込んだもの。①主要な問題に係る改修費用見積り、②マイナーな問題のリスト、③改修や必要なメンテナンス
に関する勧告に関する勧告

Pest Inspection Report：通常のレポートではカバーされない目視だけではない、シロアリなどの害虫点検をカ
バーするレポート

Pre-Sale(Vendor) Building Report ：売主が取得する点検レポート。あくまで「売主」がマーケティングのために
得するも 得 な 場合も問題 な あ 買主 と 有 な情報 な るが 独立 た通常
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【出典】NSW government Fair Trading

取得するもの（取得しない場合も問題はない）であり、買主にとっては有用な情報になりえるが、独立した通常
レポートの代替にはならない



（参考）インスペクションの項目（NSWの場合）

目視で行うPre-Purchase Inspectionの場合以下が通常項目として含まれる

建物のインテリア

建物の外壁

屋根の部分

地下の部分地下の部分

屋根の外部

ガレージ、カーポート、小屋

洗濯置き場 トイレ 風呂洗濯置き場、トイレ、風呂

小さな擁壁、段差、フェンス、排水溝 など

Pre-Purchase Inspectionに含まれない項目：必要であれば追加で専門家に点検を依頼p 項 要 検 依頼

足場

隠れた建物の防湿施工状態

電子ワイヤーや煙探知機

ガ配管、ガス官、水道管

エアコン、プール、プール付属設備

給水系統

暖炉 煙突暖炉、煙突

インターフォンやアラームシステム

カーペットや電気設備（自動食洗機、焼却炉、オーブン、レンジフード、ダクト管、ペイント塗料

全ての開口窓

28
【出典】NSW government Fair Trading

テレビ受信状態

オーストラリア不動産業者の手数料
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オーストラリアの不動産売却手数料 ①

手数料について

2014年12月クイーンズランド州で手数料に係る規制が撤廃されたことにより、全てのオーストラリアの州で、手数料規
制が撤廃。エージェントは手数料を独自に設定している

エージェントは、「明確に手数料を提示」し、「顧客（売主）が完全に手数料金額及び支払時期を理解」している状況を
担保するように求められている担保するように求められている

エージェントにより手数料支払い方法を提示する。金額をあらかじめ定めたり、手数料率を決めたり、またこの二つを
組み合わせるなど自由に設定できる

つまり、一般的に手数料は定められておらず売主がエージェントより提示された手数料を、地域の水準等を参考に
エ ジ ントと交渉の上決めるエージェントと交渉の上決める

手数料の設定方法

オーストラリアにおけるもっとも一般的な手数料設定方法は以下のとおり

Fixed rate (固定率方式）Fixed rate (固定率方式）

売主は、 終売却価格に関わらずあらかじめエージェントと合意した固定金額を支払う

売主にとって、初期に売却費用が確定するメリットはあるものの、エージェントに早期売却を促すインセンティブを与
え、結果低い売却価格になる可能性もある

Tiered Percentage (段階率方式）

売主は、当初エージェントと合意した段階式のパーセンテージと 終売却価格のレンジに応じて支払う

例えば、48万ドル（約38.4百万円）以下であれば2％（ 大76万円）、それ以上の場合、仮に50万ドル（約40百万円）
であれば 超過した2万ドル（約1 6百万円）に10％を乗じた金額を超過手数料として支払うなど 段階的にパーセンであれば、超過した2万ドル（約1.6百万円）に10％を乗じた金額を超過手数料として支払うなど、段階的にパ セン
テージを設け、 終売却価格に乗じて支払う方法

初期に売却費用は確定しないものの、エージェントに高く売るインセンティブ与える方法

手数料にかかる税

30

【出典】Local Agent Finder, Real Estate Agent Commission and Fees
（注）Fixed rate、Tiered Percentageの日本語訳は価値総合研究所による

手数料には消費税（Goods and Services Tax, GST） 10％がかかる

オーストラリアの不動産売却手数料 ②

州、物件の価格、住宅市場状況で大きく異なる。Local Agent Finderによると以下のとおり

オーストラリア全体の平均手数料は2.22％（50万ドル（日本円で約4000万円）あたり）

も平均手数料が少ないのは、南オーストラリア州（2.07％）

も平均手数料が多いのは、タスマニア州（3.26％）

5000万円の物件に対して も平均手数料が少ないオ ストラリア州の手数料は 100万円程度5000万円の物件に対して、 も平均手数料が少ないオーストラリア州の手数料は、100万円程度

5000万円の物件に対して、 も平均手数料が高いタスマニア州の手数料は、160万円程度

なお日本と比較して、売り手エージェントのみということもあり、エージェント手数料は低い水準にある

$16,325
AUD16,000

AUD 18,000

50万ドルの物件における手数料

2 68%

3.26%

3 00%

3.50%

平均手数料

$10,349 $10,541 $10,642 $10,910
$12,275 $12,364

$13,415

AUD 8,000

AUD 10,000

AUD 12,000

AUD 14,000

AUD 16,000

2.07% 2.11% 2.13% 2.18%
2.45% 2.47%

2.68%

2.22%

1 00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

AUD 0

AUD 2,000

AUD 4,000

AUD 6,000

0.00%

0.50%

1.00%

SA NSW VC ACT WA QLD NT TAS

平均手数料 オ ストラリア全体平均手数料

【出典】Local Agent Finder, Real Estate Agent Commission and Fees
（注1）SA=南オーストラリア州

NSW＝ニューサウスウェールズ州
VC＝ビクトリア州

SA NSW VC ACT WA QLD NT TAS平均手数料 オーストラリア全体平均手数料

31

ACT=Australian Capital Territory（オーストラリア首都特別地域）
WA＝西オーストラリア州
NT=ノーザンテリトリー州
TAS＝タスマニア州

（注2）上記は消費税（Goods and Services Tax, GST）が含まれた価格



不動産エージェント手数料：各州ごとの法令との関係

クイーンズランド州クイーンズランド州

2014年1月の州関連法改正前まで、18,000ドル（約144万円）までが5％―それ以上の金額に2％と定められていた

ニューサウスウェールズ州

特段法令でさだめられておらず エージェントとのネゴで決まる特段法令でさだめられておらず、エ ジェントとのネゴで決まる

首都特別地域（キャンベラ）★

特段法令でさだめられておらず、エージェントとのネゴで決まる

ビクトリア州★ビクトリア州★

特段法令でさだめられておらず、エージェントとのネゴで決まる

タスマニア州★

特段法令で定められていないが、2014/7よりタスマニア不動産研究所（Real Estate Institute of Tasmania）が基準を
作成し提示している。ただし、会員への拘束力はない

＊タスマニア不動産研究所の作成した基準

・～10,000ドル（～約80万円） 11.04%（ 大で約8万8千円）または 低保証料100ドル（約8千円）

・10,001～50,000ドル(約80万～400万円） 1,104ドル（約8万8千円）および10,000ドルを超える金額の6.02%( 大で約19万3千円）

南オーストラリア州★

10,001 50,000ドル(約80万 400万円） 1,104ドル（約8万8千円）および10,000ドルを超える金額の6.02%( 大で約19万3千円）

・50,001～100,000ドル（約400万～800万円） 3,512ドル（約28万1千円）および50,000ドルを超える金額の4.22％（ 大で約16万8千円）

・100,001ドル以上（約800万円～） 5,622ドル（約44万9千円）および10,000ドルを超える金額の3.99％

特段法令でさだめられておらず、エージェントとのネゴで決まる

ノーザンテリトリー準州★

特段法令でさだめられておらず、エージェントとのネゴで決まる
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西オーストラリア州★

特段法令でさだめられておらず、エージェントとのネゴで決まる 【出典】各自治体政府・研究所ホームページ
（注1）★がついた州はREIAの構成メンバー

オーストラリアの不動産団体について
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オーストラリア不動産研究所（REIA）

産業母体としての不動産研究所（Real Estate Institute） ①

6つの研究所と系列協議会（3社）からなる不動産業界母体

政治ロビー活動や不動産エージェントの行動指針策定などを行う

各州の80％の不動産会社及びライセンスを保持した不動産エージェントが加盟

構

REIA非加盟

構
成

REIA加盟

REIA系列協議会

豪州REIAと米国ＮＡＲの違い

3社からなる

豪州REIAと米国ＮＡＲの違い

全州のREIが加盟しているわけではない

構成メンバーの各REIが大きな権限を持ち、それぞれ独立性が米国のNARより強い

REIによってはREIAの脱退・加盟を経験しているものもある （注） SA=南オーストラリア州
NSW＝ニューサウスウェールズ州
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NSW ニュ サウスウェ ルズ州
VC＝ビクトリア州
ACT=Australian Capital Territory（オーストラリア首都特別地域）
WA＝西オーストラリア州
NT=ノーザンテリトリー州
TAS＝タスマニア州

産業母体としての不動産研究所（Real Estate Institute） ②

各REIの関係・連携状況

QL（REIQ）：REIAから2015年にREIAへの費用負担（26万ドル/年）を理由に脱退。独自の組織でConstitutionを定める
が、同研究所トップはREIAや他のメンバーと方針や規律は常に足並みを揃える旨を宣言している。REIA自身が今後
政治ロビーのみに特化して活動していくことを提唱している

NSW（REINSW）：REIAからのリンクなし。REIAメンバーではなく、「Affiliate Council」（系列協議会）としている。独自の
Constitutionを定めるも、REIAが定めた「Code Of Ethics」（行動指針）は継承する旨を正式に記載しておりAffiliate 
Memberとして行動指針の冒頭に記載している。エージェントが加盟しているのではなく３社により代表されている機関

SA（REISA）：REIAからのリンクがあり、メンバーであるがHP上は繋がりに係る記載はない。National Networkとして各
REIのリンクを入れている。独自のConstitutionはないが、独自のCode of Ethics（REISA, The Real Estate Code）を
持っている

WA （REIWA） ：REIAからのリンクあり。一方REIWAからのリンクやREIAに係る記載、その他メンバーの記載等はない

TAS （REIT） REIAからのリンクあり 行動指針等詳細についてはREIAのリンクを貼 ているTAS （REIT） ：REIAからのリンクあり。行動指針等詳細についてはREIAのリンクを貼っている

VIC （REIV） ： REIAからのリンクあり。独自組織については簡易な紹介のみでメンバーのリンクを貼っている

ACT （REIACT） ： REIAからのリンクあり。一方REIACTからのリンクやREIAに係る記載、その他メンバーの記載等は
ない

（ ） から リ クあり 沿革部分 に 触れ るも リ ク等はな

35

NT（REINT）： REIAからのリンクあり。沿革部分でREIAについて触れているものの、REIAへのリンク等はない

【出典】各不動産研究所ホームページ



（参考）REINSW（ニューサウスウェールズ不動産研究所）の状況

（訳）

NSWが全豪オークションの大会から外された

Real Estate Business（不動産ビジネス）（2012年9月3日）

テ ブ ク /サイ パ カスティーブンクロス/サイモンパーカー

NSW州の不動産オークションファイナリストたちは、今年全豪オーク
ションの大会に招かれない模様だ。

・・・・・・・

REIAの代表パメラベネット氏の、先週発表された書簡によれば、
「NSW決戦の勝者（1番、2番のファイナリスト）は本年度の不動産
オークション全国大会への出場資格はない」とのことだ。

・・・・・・・・・・・・・・

「REINSWは現在も、またこの2年の間REIAのメンバーではなかった」
と当該書簡は綴る。「2011年9月24日、REIAはREINSW宛で正式に ・・・・・・・と当該書簡は綴る。 年 月 日、 は 宛で正式に
REIAに再度加入するよう招待状を送っている。現状我々の招待状
へのポジティブな回答は得られていない」・・・・・・

【REIAホームページリンク箇所】

6つのメンバーシップのみ
の記載でありNSW、QL
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【出典】Real Estate Business記事抜粋、REIAホームページ

は入っていない

（参考）オーストラリアにＭＬＳがない理由

米国ＮＡＲのような統率された全国不動産業界団体がない

７つの研究所からなるオーストラリア不動産研究所（REIA）は米国NARのような統一基準や統率体系を持っていない

MLSはばらばらの物件情報を各州・地域のNAR会員が管理し、適切な情報を消費者や会員に提供することが目的

米国では、統一された物件情報管理システムの構築と統率された業界団体の形成が並行して行われてきた

オ ストラリアでは 各州不動産研究所（REI)の独立性 個別性が強く MLSのようなシステム構築 のバ クボ ンとオーストラリアでは、各州不動産研究所（REI)の独立性・個別性が強く、MLSのようなシステム構築へのバックボーンと
なる統率された業界団体がない

買い手エージェントがいない買い手エ ジ ントがいない

1000人に1人しか買い手エージェントを使わない注 （米国と比べ買い手エージェントは極端にレア）

米国MLSは売り/買い双方のNARエージェントが関与する物件情報管理システム

売り手側エージェントが唯一のエージェントで、物件情報を所有している状態

⇒買い手エージェントを意識した管理をする必要性がなく、売り手がマーケティングツールとして利用できれば問題な
い状況

オーストラリアにおけるＭＬＳに近いウェブシステムオーストラリアにおけるＭＬＳに近いウェブシステム

ZillowやTruliaのようなインターネット物件検索サイトは存在する

realestate.com.au（REA Groupが運営）、domain.com.au など

各不動産エージェントが独自に作成したサイト各不動産 ジ ン 独自 作成 サイ

米国MLSのように買い手エージェントへの問合せフォーム等は サイト上には存在しない

37（注）inman記事, 元REA Group MDへのTeke Wigginのインタビュー



 



オーストラリアの不動産取引の仕組み（ダイジェスト版）

事前レク資料事前レク資料

一般社団法人 不動産流通経営協会

日本とオーストラリアの比較 不動産市場規模

項目 日本
オーストラリア

基本情報 補足情報

【市場規模】
GDP 530 兆円 1.6 兆ドル （約130兆円）
人口 128 百万人 23 百万人
世帯数 51 百万世帯 9.24 百万世帯 （2011時点/2016推計）
新築着工数（年） 900 千戸 234 千戸

基本情報 補足情報

新築着工数（年） 900 千戸 234 千戸
住宅ストック数 60 百万戸 9.7 百万戸 ※オーストリア統計局には戸建または集合住

宅別のデータはあるが、新築/中古別は無
そうした情報の開示はない模様

不動産流通業者数 14 万社 約3 5 万社 ※オーストリア統計局発表数字であり REIAの不動産流通業者数 14 万社 約3.5 万社 ※オーストリア統計局発表数字であり、REIAの
　　数字ではない。2013年時点

仲介取引件数 51 万件 FRK既存住宅 20 万件
流通推計量

平均価格（百万） 都市部 M38百万円、戸52百万円 シドニー M48百万円、戸56百万円 ※ＭＬＳのように体系的に管理されていないため、
横浜川崎 M28百万円、戸37百万円 メルボルン M34百万円、戸39百万円 　一部民間大手のデータになり、国が出している

　統計データではない

【出典】現地エージェントからの情報等をもとに作成
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日本とオーストラリアの比較 取引規制・媒介制度

項目 日本
オーストラリア

基本情報 補足情報

【取引規制・制度等】
法律・規制等 宅建業法 州ごとに規制法あり

⇒免許制度と規制の実施による （Property, Stock and Business Act等）
取引の公正確保、消費者保護 ⇒免許制度と規制の実施による
・免許、取引士に関する規定 取引の公正確保、消費者保護
・媒介制度 手数料 ・不動産業に係る免許と証明書の登録媒介制度、手数料 不動産業に係る免許と証明書の登録
・重要事項等の説明義務 ・免許と登録者に係る一般事項
・レインズ登録義務 ・代理契約
・罰則 ・住居物件及び郊外土地の売買

・オークション
など

従業者ライセンス 宅地建物取引士資格 real estate agent's license（personal license) 豪州：不動産業を営むための必須条件
・国家資格 ・州の免許 ・免許登録

※州によって管轄が異なり、例えばNSWは公正 ・法の順守
取引委員会、Victoriaは消費者庁 ・1年に一度の免許更新並びにポイント制
・資格試験は存在せずライセンスの更新に伴う 研修への参加
研修参加のみ ・賠償責任保険への加入
・REIが不動産取得資格に必要な研修を
オンラインで提供しているがあくまで任意

不動産業者ライセンス 宅地建物取引業免許 real estate agent's license（corporation license)
・国または都道府県免許 ・州の免許国または都道府県免許 州の免許

※管理者のうち最低1名は個人向け免許を保持
していることが取得条件になる

媒介制度 専属専任媒介・専任媒介・一般媒介 Exclusive Agency・Solo Agency・General Agency ※新築物件は7年間の保護あり
・売主・買主双方と契約 ・エージェントは売主とのみ契約 ※中古：英米法においては基本的に “Buyer・売主・買主双方と契約 ・エ ジェントは売主とのみ契約 ※中古：英米法においては基本的に　 Buyer 

beware”つまりは買主責任が原則となってい
るので、自治体等が保護するシステムは無い。
だだし消費者保護の観点からこれを是正する
ためにConveyance Act 1919(NSW州)が制定
されており、売主による重要事項の開示が正し
く行われなか た瑕疵等に対してその損害を
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【出典】現地エージェントからの情報等をもとに作成

く行われなかった瑕疵等に対してその損害を
追及できるようになっている

日本とオーストラリアの比較 物件情報・取引手法

項目 日本
オーストラリア

基本情報 補足情報

【物件情報】
業者間の物件情報 レインズ 有料情報サイト「CoreLogic RP Data」 RP Data社は豪州の不動産関連データ&分析企業。
共有 https://www.corelogic.com.au/ 同社が発行する「RPData Property Capital 

markets Report」は豪州の不動産市場についての
貴重なレポートとして業界で採用されている

基本情報 補足情報

貴重なレポ トとして業界で採用されている

民間情報サイト ポータルサイト 民間物件検索サイト（realestate.com.au/ realestate.com.au 及びwww.domain.com.au 
不動産会社サイト 　　www.domain.com.au ） が主要のリスティングサイトでこちらのサイトは

不動産会社サイト 全豪をカバーしている。買手の殆どはこのサイ
トから物件を探している。トから物件を探している。

広告媒体への表示 不動産の表示に関する公正競争規約 州法による規制あり インターネットを利用しない世代に対しては
必要事項 ・広告主 NSWを例に挙げると以下のような事項がある 主要都市の大手新聞が週末に不動産欄で

・物件の所在、規模、形質その他内容 ・エージェントの名前 １０～２０ページに渡ってエリア毎の物件情報を
・物件の価格、その他取引条件 ・ライセンスNo 掲載している。（フリーペーパーなども活用）
・交通、その他利便環境 ・価格（オークション以外）
・そのほか規則で定める事項 他、虚偽や紛らわしい表示の禁止も規定

【不動産取引】
取引手法（個人間） 一般仲介 一般仲介（オークション以外）

・オークションは専属専任になる
・オークションについて
 -大都市での利用が多い
 -全体取引の2-3割
 -一般仲介よりも高額帯

【出典】現地エージェントからの情報等をもとに作成
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日本とオーストラリアの比較 不動産取引の流れ

項目 日本
オーストラリア

基本情報 補足情報

【取引の流れ】 媒介契約 エージェント契約（売主） 物件調査：
（一般仲介） ↓ ↓ NSW州では、法律で売主より事前開示として

物件調査・価格決定 価格その他条件決定 以下の情報が求められている
↓ ↓ ○上下水道の状況
買顧客内覧、条件折衝 買顧客内覧 sewer service diagram（水道局より取り寄せる）
↓ ↓ 都市計 状

基本情報 補足情報

↓ ↓ ○都市計画の状況
売買契約 買主インスペクション、条件折衝 Environmental Planning and Assessment Act
↓ ↓ Section 149　(2) (5) certificate に明記
決済、引渡し 売買契約（売主・買主事務弁護士間） (各自治体より取り寄せる) 

↓ なお、境界調査の開示は任意のため殆ど
決済 引渡し（売主・買主事務弁護士間） 提示されない決済、引渡し（売主・買主事務弁護士間） 提示されない

必要に応じて買い手がSurveyor(測量士）に
依頼して行うがコストが数千ドルかかる
ため行わないケースが殆ど

米国のようなpre-purchase agreementは
NSW州においては存在しない

事務弁護士の業務内容
○契約書作成（売主側）
○双方弁護士による契約締結
○売買代金授受 権利保全（買主）○売買代金授受、権利保全（買主）

【取引の流れ】 なし 買主の事前準備
（オークション） ・インスペクション、バリエーション、市場調査、
専属専任媒介 資金工面、契約書確認等

↓↓
オークショニアへの参加登録
オークショニアより物件のCMA（市場比較分析）
を貰う
↓
落札
↓

4
【出典】現地エージェントからの情報等をもとに作成

↓
即契約

日本とオーストラリアの比較 インスペクション

項目 日本
オーストラリア

【インスペクション】 平成30年春を目途に整備 購入前点検:pre-purchase inspection ACT(首都特別地域）においては、売主が
・購入者が実施するのが一般化している Inspection Report の開示を義務付けられており

①媒介契約締結時 ・公取からインスペクションは強く推奨されている Civil Law Regulation 2004 No 25(1)の規定により
　宅建業者がインスペクション業者の・基本的には全て目視 Inspection ReportはAS4349.1に則して記載され

項目 日本
基本情報 補足情報

あっせん可否を示し、媒介依頼者の ・オーストラリア基準に則したレポートで作成 なければならないとなっている。その他の州では
意向に応じてあっせん ・チェックリストを公開 Inspection Report の作成自体が法律によって

・建築業者がインスペクションを行い、それぞれの 定められていない。よって、AS4349.1を使用するこ
②重要事項説明時 　業者が賠責保険を用意 とを規定する法規は無い（Fair Trading からの説明）
　宅建業者がインスペクション結果 ・買主向けの何かあった場合の保険は殆ど オークション等で戸建て住宅を売る場合、事前
を買主に対して説明 　利用されていない？ 情報として売主が用意することもあるものの、

一般的には買主が自己の利益の保全のため
③売買契約締結時 に自らの費用で用意しており弁護士もそれを
　基礎、外壁等の現況を売主・買主 推奨している。本年8月16日より不動産エージ
が相互に確認し、宅建業者から売主 ェントは売手が同レポートを用意した場合には

【出典】現地エージェントからの情報等をもとに作成

・買主に書面で交付 そのレポートを３年間保管しておく義務を負うよ
うになった。
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日本とオーストラリアの比較 不動産取引にかかる手数料

項目 日本
オーストラリア

基 情報 補 情報

手数料 売主、買主3％+6万円上限 売主負担、上限規制は無し ※各州によって手数料率の規定は異なる
・両手ok ・QLDの2014年法改正により全豪でなし QLDは18,000ドル(約144万円）までが5%
・大手10社平均4.4％ ・同一エージェントによる双方代理は禁止 それ以上が2.5%が上限であったものが

・平均2.2％。販促費は売主負担 その上限が撤廃。NSWでは以前より手数料率の

項目 日本
基本情報 補足情報

・正確なデータはないが、上限撤廃後 定めが無く、一般的な住宅であれば現在2-2.5%。
料率は上昇しているというエージェントもいる 場合によっては2%以下で受けるagentもいる

QLDのRAY WHITEの１エージェントでは
・売主の総コスト内訳 現在一律3%を収受している
新聞掲載・web掲載：3千-6千ドル
　 　　　　　　（約24万-48万円）
法務費用等：数百ドル

　（数万円）
ソリシター費用：1.5千-2.5千ドル

　　　（約12万ー20万円）

【出典】現地エージェントからの情報等をもとに作成
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日本とオーストラリアの比較 業界団体

項目 日本
オーストラリア

基本情報 補足情報

【業界団体】 流通4団体 REIA（Real Estate Institute of Australia) REIA：
　不動産流通経営協会 ・ロビー活動、エージェント行動指針策定 不動産投資における損金算入や
　全国宅地建物取引業協会連合会 ・不動産取扱資格に必要な研修を授業形式 不動産譲渡税の取り扱い等について政府
　全日本不動産協会 　またはオンライン等で開催 または各政党の政策担当者にその影響が

全国住宅産業協会 （同機関以外にも政府系の職業訓練校TAFE 不動産市場にどのような影響を及ぼすか

基本情報 補足情報

　全国住宅産業協会 （同機関以外にも政府系の職業訓練校TAFE 不動産市場にどのような影響を及ぼすか
でも同様に研修が受けられる） 等意見を伝え業界の意向を政策に反映

・政策提言 　-Certificate of Registration させるべく活動
・レインズ運営 　…米国のSales Person Licenseに相当
・物件情報提供 　-Licensing Course 各州のREI：

米国のB k Li に相当 それぞれの州法によ てル ルが異なる…米国のBroker Licenseに相当 それぞれの州法によってルールが異なる
ので実際のルール作りおいては各州の
REIがそれぞれの裁量で決めている

○REI/REIAへ加入していなくても業法に則って
いれば（免許を取得していれば）営業活動できる

【出典】現地エージェントからの情報等をもとに作成

いれば（免許を取得していれば）営業活動できる
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訪問先不動産会社 資料

一般社団法人 不動産流通経営協会般社団法人 不動産流通経営協会
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シドニーの不動産会社：Raine&Horneの概要

プロファイル

創業者：Tom RaineとJoseph Horne

沿革：1883年シドニーに設立。1970年代までにはシドニー全体に事業エリアを広げた。1976年にNSW郊外のリバプー
ルに最初のフランチャイズ店を開店させたことを皮切りに、現在はオーストラリア全土にて事業を展開している

概要 全豪の非上場企業として最も古い企業の つであり 不動産業における最も古い家族経営企業の つである概要：全豪の非上場企業として最も古い企業の一つであり、不動産業における最も古い家族経営企業の一つである

活動エリア：オーストラリアの全州に支店を展開。海外ではマレーシアに12支店、UAEに1支店を展開。提携先として
は、オーストリア、ベルギー、チェコ、ハンガリー、イスラエル、イタリア、インド、日本で展開

提供サービス：住居、地方不動産、商業用不動産を展開

その他：オーストラリアの企業で、高い信頼と実績がある企業に任意で表彰するSuper Brand Councilより、Super 
Brandとして2008年および2013年に表彰されている

その他：提供サービスごとにHPを分けている。商業用不動産については特に詳しく紹介しており、当該専門オフィスが
全豪に35店舗以上あることを紹介している全豪に35店舗以上あることを紹介している

代表：Angus Raine（アンガス・レイン）

ポイント

・ダブルベイ(double bay）では、2015
年のオークショニア・オブ・イヤーを獲得
したダミアンクーレイ氏がいる
・全豪で最も予約されているオークショニ全豪で最も予約されているオ クショニ
アで、平均98,000＄以上のリザーブ金額
を売却している
・The BlockというTVショーで5回優勝し
たオークショニア

2
（注）メンバーの読み仮名は要確認
【出典】同社ホームページ

たオ クショニア

McGrath社の概要

プロファイル

創業者：John McGrath

沿革：1988年創業

概要：全豪で最も成長している不動産会社の一つ。オーストラリア東海岸沿いに、現在91支店を展開

プ ゼ が ド ゴ ド活動エリア：特にプレゼンスを維持しているのが、NSW（シドニー）、ACT（キャンベラ）であり、QLD（ゴールドコースト）
にも展開を加速している。2015年にはVIC（メルボルン）にも進出している

不動産セールス人員：946人

販売物件数：12,232件（2016年実績）販売物件数：12,232件（2016年実績）

PM物件数：27,741件（2016年実績）

売上総利益：年間136,977千ＡＵＳドル（約110億円：2016年6月期決算報告より）

McGrath Magazine購読者数：45,000人

提供サービス（5つ）：住居物件売買、ＰＭ、モーゲージ仲介、オークション、キャリア研修

役員メンバー：

-代表取締役(CEO)：Cameron Judson

最高財務責任者(CFO) P l H hild-最高財務責任者(CFO)：Paul Hauenschild

-取締役：Cass O’Connor

-創設者：John McGrath
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【出典】McGrath社HP、投資家向け決算資料（2016/1H)



McGrath社の直近の動きと特徴

不動産会社の買収

2015年4ＱにてSMOLLEN GROUPの買収を実施

アーンアウト条項付きで、70百万ＡＵＳドル（約55億円）で契約

財務状態が良いことや、長期にわたる実績、McGrath社と親和性が高い文化等を鑑み、より成長を加速させるために
買収を決意買収を決意

SMOLLEN GROUPについて：

○65人の販売スタッフ

○19人のPMスタッフ○19人のPMスタッフ

China Deskの設置

2013年、国内外からの中国人顧客の増加に伴い、中国語にて高品質のサービスを提供できるChina Deskを設置

China Deskは設立以来、140百万AUSドル（約112億円）の売上を記録している

サービスの内容としては、不動産購入の手続きから、税制に係る市場分析、移住の助言まで幅広い内容を提供

近年では、賃貸物件へのサービスも拡充

担当者は中国語と英語 バイリ ガ （サイトも中国語 英語双方 開設され る）担当者は中国語と英語のバイリンガル（サイトも中国語、英語双方で開設されている）

Oxygenの評判

2002年にOxygenと呼ばれる住宅ロ ンサ ビスも展開2002年にOxygenと呼ばれる住宅ローンサービスも展開

単なる住宅ローンの紹介ではなく、顧客に見合ったローンの選定・設計を担当し、保険会社につなぐ役割も担ってい
る

当該サービスは、2011年にオーストラリアモーゲージにおける第10回ベストアワードを受賞した

4

【出典】McGrath社HP、投資家向け決算資料（2016/1H)
（注）為替は1AUSドル=約80円程度で換算

LJ Hookerの概要

LJ Hookerのプロファイル

創業者：LJ Hooker (幼少名：Tingyou。中国系）。シドニー出身。8歳の時に孤児になり、13歳で店員として働くため学
校をやめている。16歳には自身の物件を購入。18歳船舶のパーサーとして南太平洋を航海

沿革：1928年設立。自身の出自及び時代背景もあり、当初は出自を隠して事業を展開していた

概要 全豪で最も知名度の高い不動産会社の つ（N P llの調査で2004 2011年連続で1位）概要：全豪で最も知名度の高い不動産会社の一つ（News  Pollの調査で2004～2011年連続で1位）

活動エリア：国内では、NSW、QLD、SA、TAS、WAに拠点を構える。海外、特に南太平洋地域を中心に多くの拠点を
確保しており、ニュージーランド、インドネシア、バヌアツ、パプアニューギニア、香港などに展開している

提供サービス：総合不動産ビジネス。具体的には以下の５つの事業がある。

①住宅不動産 ②商業不動産 ③農業不動産 ④土地 ⑤住宅ローン

オフィス：700拠点以上

役員メンバー：

代表 （ ジ ズ カ ）-代表：L Janusz Hooker（L ジャヌーズ フーカー）

-取締役：Bryan Weir（ブライアン・ワイヤー）

-事業部長：Grant Harrod（グラント・ハロッド）

インターネットでの販売活動インタ ネットでの販売活動

・LJ Hookerのサイトには常時5万以上の物件情報

・毎月70万のユニークビジターがいる
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【出典】LJ Hooker HP
（注）役員メンバーの読み仮名は要確認



LJ Hookerの直近の動きと特徴

買い手エージェントの役割

売り手エージェントの情報・ネットワークを駆使し、買い手エージェントのビジネスを展開

LJ Hookerが提供する3つのオプション

１.エンドトゥエンドのサービス：時間がなく、週末に物件探しができないまたは、不動産に関する知識がない人や海外
居住者等のために 物件探しから全てをエ ジ ントが担当居住者等のために、物件探しから全てをエージェントが担当

２.リサーチ以外：物件リサーチだけ顧客が行い、それ以外の全てのサービスを行う（顧客がピックアップした物件のバ
リュエーション、CMAの取得や価格示唆、代理でのオークション参加）

３.オークション参加：顧客の代わりにオークションでの交渉・値決めを行う。シドニーオフィスでは年間400以上の取引
を経験しており、顧客に代わって戦略的な物件取得サービスを展開

（事例）買い手エージェントのサービス

シド 北西部 億円 物件を購入しようとし た顧客 サ ビシドニーの北西部で1億円以下の物件を購入しようとしていた顧客へのサービス

売り手エージェントからのオークション出品前の物件を見つけだし、交渉

2ヶ月程度で、オークションなどの手間や不確実性なしに、希望の物件を予算内で購入することができた
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【出典】LJ Hooker HP

メルボルンの不動産会社：JELLIS CRAIG

プロファイル

創業者：Richard Jellis及びAlastair Craig

沿革：1991年若い創業者二人により設立。今年（2016年）25周年を迎える。設立以来従業員数も急速に伸び、1996年
には、メルボルンの東部郊外地域において、あらゆる物件の価格レンジにおいて、Jellis Craingが売り不動産エージェ
ントの代名詞になるまで成長ントの代名詞になるまで成長

オフィス：メルボルンに17店舗を展開

従業員：500名以上のスタッフ。250名以上の不動産コンサルタント

売上：年間で3,000物件を売っている。メルボルンでは、他の不動産エージェントよりも2百万ドル高い物件を売ってお
り、メルボルン地域ではプレゼンスの強い会社

その他1：各週で300件の物件リストを公開し、3,000人の潜在顧客と会っている

その他2：40名のバイリンガルまたはマルチリンガルエージェントが在籍

その他3 25万人以上の潜在顧客デ タベ スを整備その他3：25万人以上の潜在顧客データベースを整備

ウェブサイトの工夫：年間1.2百万人ビジターを誇り、そのうち45％は新規ビジター、55％リピートビジターであるという。
同社ウェブサイトは賞も受賞している。海外からのウェブサイトビジター約60,000人

役員メンバー：

Nick Dowling（CEO）

Steven Abbott(取締役）

Alastair Craig（取締役・創設者）

(取締役）Richard James(取締役）

Richard Jellis（取締役・創設者）

Andrew Keleher（取締役）

Andrew MaCann（取締役）
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Andrew MaCann（取締役）

Craig Shearn（取締役）

【出典】同社ホームページ



メルボルンの不動産会社：JELLIS CRAIGの特徴

創業者が取締役として活躍

Richard Jellis氏：

不動産業界は40年以上の経験あり

1973年に不動産キャリアをデベロッパーとして開始

ボ 模 産1975年にメルボルンでは大規模な住居用不動産会社

であるWoodarsのパートナー/取締役として活躍

1992年にCraig氏とともに同社を創設

バリュエーションや組織論等の学位を保持バリュエ ションや組織論等の学位を保持

REIAのメンバーでもあり、REIVの正式なｵｰｸｼｮﾆｱ

趣味：ゴルフ、乗馬、サッカー、妻や孫たちと一緒に

モーニントンの物件で過ごすこと

Alastair Craig氏：

1980年に不動産キャリアを開始

年 は ボ 東部 動産 ジ1988年にはメルボルン東部の2つの不動産エージェント

のパートナーとして活躍

1992年にJellis氏とともに同社を創設

ｵｰｸｼｮﾆｱとして数多くの経験を積んでいるｵ ｸｼｮﾆｱとして数多くの経験を積んでいる

Boroondara生まれ。カンタベリーには20年以上居住

地元のCarey Grammer（キリスト教学校）卒業で、現在

も積極的に学校や地域に貢献する活動を行う

8
【出典】同社ホームページ

RAY WHITE社の概要

プロファイル

創業者：RAY WHITE

沿革：1902年創業。最初はクイーンズランドの小さな田舎町であるCrowns Nestから始まった。オーストラリアにおいて
最も成功している不動産会社の一つ。現在はオーストラリアにとどまらず、ニュージーランド、インドネシア、マレーシ
ア パプアニューギニア 中国 中東 米国アトランタなどにも展開し 1 000以上の個人オフィスを抱えているア、パプアニュ ギニア、中国、中東、米国アトランタなどにも展開し、1,000以上の個人オフィスを抱えている

全世界における従業員数：13,000人以上

売上規模：全世界で年間390億AUSドル（約3兆円）以上

概要：現在なおも家族経営企業の形態で業を行っている

提供サービス：主に住居物件売買、商業物件売買、郊外物件。その他ホテル、海運、ＰＭ、ファンドビジネス等も展開
している

役員メンバー：

-Brian White AO（ホワイト一族の3世） Ray Whiteグループ代表の一人-Brian White AO（ホワイト一族の3世）、Ray Whiteグループ代表の一人

・1962年より事業に参画。1976年会社の事業部長に就任。このタイミングでクイーンズランドだけにとどまらない、

全豪不動産会社としての事業展開が決定される

-Paul White(ホワイト一族の3世）、 Ray Whiteグループ代表の一人

・Brianが事業部長に就任したタイミングで同社に参画、現在はBrianと共に代表を務める。

同社に参画する前は農業不動産を取り扱っていた。1994年に農業不動産分野に特化したRay White Ruralが誕生

し、Paulは同社の代表も務める。

締役 族 息-取締役：Sam White（ホワイト一族の4世、Brianの息子）

・2002年9月～2012年1月までREA Groupの取締役だった（注）。

-取締役：Dan White（ホワイト一族の4世、 Brianの息子）

・投資銀行ビジネス業界関連の不動産事業経験あり 住居不動産以外の商業用不動産の経験者
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・投資銀行ビジネス業界関連の不動産事業経験あり。住居不動産以外の商業用不動産の経験者

-CFO：Andrew Jamson（ホワイト家の一員）

【出典】RAY WHITE社HP
（注）REA Groupは全豪で も規模の大きい不動産物件サイトrealestate.co.auを運営



RAY WHITEの特徴

2015年ベスト不動産代理店トップ10に3支店が入賞

第6位（Ascot店）、第7位（Aspley店）、第10位（Robina店）が、各地顧客の投票で選ばれるクイーンズランドにおける、
ベスト不動産代理店に選ばれている

2015年ベスト不動産エ ジ ントのト プ10に2人が入賞2015年ベスト不動産エージェントのトップ10に2人が入賞

Sonya Treloar（女性）：Ray Whiteと共同事業をしているSonya Treloar Propertiesの代表。第5位に入賞。各地顧客の
投票で選ばれるクイーンズランドにおける、ベスト不動産エージェント第5位に選ばれている

Dwight Colbert（男性）：Ray White Aspley店のエージェント。第6位に入賞。各地顧客の投票で選ばれるクイーンズラDwight Colbert（男性）：Ray White Aspley店の ジェント。第6位に入賞。各地顧客の投票で選ばれるクイ ンズラ
ンドにおける、ベスト不動産エージェント第5位に選ばれている
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【出典】ratemyagent.com.au。2015 Awards
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