
売主様の負担が少なくなる

不動産売却マニュアル

売却 購入
仲介

不動産売却で
成功するために



各社 保有物件の構造
マーケット内では「売れる物件」を求めて
各社が金銭的・人的コストをかけて
ボリューム勝負を繰り広げている

各社 マネタイズの構造
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物件
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まだ調整する
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物件
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8割
（6ヶ月前後～数年）

マネタイズにはコスト
とパワーをかけない

いい物件を仕入れ
さえすれば売れる

売りやすい
物件

現在の不動産業界の課題としては、コスト・パワーを仕込み
偏重にし、物件スペックに依存したマネタイズモデルに
なってしまい、スペックの良い物件を仕入れられた会社が
力がある…という風潮（評判）があります。仕入れにはブラ
ンディングが大きく左右するので、ご売却相談時においては
規模の大きな会社であることを必要以上に強調し、その
会社の力が大きく作用し売れやすくなるのだ…と宣伝を
する会社があります。しかし、下図のようにまだ調整する必
要がある物件にはコスト・パワーをかけられず停滞し、成約
率が低くなるのは各社共通しているのが現状です。

不動産業界の課題!!



月間成約数イメージ 月間成約数イメージ
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ここに
注目!

成約イメージの実態!!
売りやすい物件の回転速度は速いのですが、その分、営業担当者の実際の活動
に波が出来やすい傾向にあります。調整する必要のある物件に力を注ぐことで、
できるだけよりよい買主を見つけたい。（できるだけ価格は高く…）
調整する必要のある物件こそ物件の詳細情報をポータルサイト上でいかに高品質
に充実させるかが成約のポイントです。

ユーザーへの展開
M社・S社・T社・N社以外の違いを訴求する場合、現在、プロモーションチャネルとして有効
なのはSUUMOnetとなっています。また、当社が利用出来て、4社が積極利用していな
い媒体でもあります。M社が得意とする折込・ポスティングなどのリアル媒体ではスペース
に限りがある為、広域には展開できないのが現状です。自社HPでも展開できることと、
新規ユーザーとの最初の接点という意味ではポータルサイトが有効です。

自社ホームページ
メジャーサイト等へのバナー広告の強化を図り、新たな顧
客層の発掘に幅広く貢献している。各物件ごとの写真掲載
枚数は25枚。その他動画による物件紹介（バーチャル
ウォーカー）機能も備えています。

SUUMO
SUUMOには、弊社は900枠以上の物件掲載枠を確保し
ており、物件情報が閲覧される回数は月間13万回以上、
年間約160万回にも達しています。
160万回の閲覧は、チラシの「配布⇒閲覧率」を10%と
仮定した場合、年間1600万枚のチラシ配布に相当する
可視化を実現する事になります。

ユーザー閲覧数

開始難易度（上記4社にとって）

↑

→

ポスティング

折込

他ポータル
サイト

自社
ホームページ

SUUMO



この度、ご提案させていただく理由は
下記のようなお客様が非常に多い
という事です。
物件写真を見て、良いイメージを
与えることで、確度の高いお客様を
お連れすることができます。

探している方の思い

まずは、写真で判断したい!
多くの情報が欲しい!

確度の高い問合わせを提供します。
『物件の可視化』

弊社ではＨＰはもちろん、リクルート社の「SUUMOnet」と
いう媒体上でプロカメラマンによる 高゙品質な写真“を
数多く提供することで高度な可視化を実現。弊社では、これ
を継続している事で「誠実な会社で信頼できる」という
長期的に継続可能な差別化を図り、お客様からご好評
いただいています。

が

物件を探している方は、

判断しているの?
『何を見て』



物件写真をお客様へ見せて、良いイメージを持っていただくことで、より成約確
度の高いお客様をお連れすることができます。顧客のニーズに対応するうえで
「高品質」がポイントになります。

不動産仲介会社選択重視
イメージ【マトリクス】
（全体／単一回答）

探している方の思い

写真が数多く掲載されている
会社は安心・信頼できる会社だ!

信頼性が高い
誠実
顧客を大切にする
接客対応が良い
評判が良い
営業マンが信頼できる

参考資料 （C）Recruit Sumai Co.,Ltd.All rights reserved.

M社・S社・T社・N社のブランドでも、実際の販売におけるアドバンテージを得る
事が難しくなっています。また、全ての売主様が各社の営業チャネルの強みや特
色を理解して、媒介契約を結んでいるかは疑問が残ります。一方で、買主が仲介
会社を選ぶときに重視するポイントは、「信頼」・「誠実」・「評判」などが上位を占
めています。

賃貸入居者

物件購入者

不動産業者 物件所有者様

ホームページ・suumo net等の
各サイト、折込広告、宅配チラシ
（色々な写真を見て絞り込みたい！）

高度な技術による
「プロカメラマン撮影」の提案！
物件検索時の印象アップ！
成約確度の高いお客様の発掘

探しているお客様にとって、ニーズを満たすことが成約への近道となります!

『物件の可視化』はどのような効果を与えるのか？

お客様とのマッチング



プロカメラマンによる
撮影ですので、画像の仕上がりが

断然違います!!

クリックひとつで上下左右、拡大縮小も自由自在! 操作方法もカンタン!! ぜひ弊社ホームページでご確認ください!!!

イエタンパノラマ 検索

弊社のパノラマビューもプロのカメラマンが撮影。360°見渡すことが出来る動画でアピール
します。費用はもちろん無料!  スマートフォン対応なので幅広く情報公開できます!

高品位な写真の露出で、購入検討者へ
安心感を与えることができます!

②更に、パノラマ動画へのこだわり!

パノラマ物件ビューを表示させる

①ホームページ上の
　見た目をUPさせる
　ためにプロカメラマン
　で撮影!

物件詳細
を開く

物件詳細ページの「パノラマを見る」
ボタンをクリックします。

※パノラマ物件一覧から直接見ることも
　できます。

弊社の集客方法／その1

写真画質へのこだわり!



探している方は、「外から見た時どんな物件なのか？」と気になるものです。ここでの印象が良いと、
次は「室内はどうなっているのだろう？」と興味度がステージアップします。

外観編

次に室内です。メインの居室は一番の注目ポイント。
できるだけ、明るく、広く、美しく撮影することで、確信度がアップします。

室内編

一般の方（素人）撮影

一般の方（素人）撮影 プロカメラマン撮影

プロカメラマン撮影

一般の方（素人）が
撮影すると、露出や

奥行の加減が難しいし、
わからない…

撮影場所が
限られるため、全体を

写すのが難しい!

さすが、
プロカメラマンが撮影すると

好印象だよね!!
自分の家じゃないみたい!

ご覧ください!!
広がりと明るさが違います!!

レンズの差
だけでは

ありません!!
撮影の腕が
違います!!

いよいよ水まわりです。女性にとっては一番の注目ポイント。
「少しでも綺麗な物件に移り住みたい…」と思うのは当然のことです。

水廻り編

一般の方（素人）撮影

居住中の場合、家具等があるのは当然
ですが、より良い印象を引き出すことが、
できます。

時間帯によっては
暗い印象を与えてしまう。

建物全体を撮影しようとしても、撮影場所が限られてしまい、上手く全体を写し出せない。

プロカメラマン撮影

プロカメラマン撮影《具体例》



住まい探しで最初に思い浮かぶのは、SUUMO（スーモ）ですね。
なので、弊社はSUUMOを重要な販売ツールと
位置づけ、有料オプションを多数追加し、
掲載項目を充実させています。

弊社の集客方法／その2

SUUMO掲載へのこだわり!

◎弊社がこだわるSUUMOの「有料掲載枠」!

SUUMOでの物件検索一覧上では、
写真が規定の点数に足りない場合、
たとえ「有料枠」でも枠が黄色く反転され
ません。

外観や間取り、浴室・キッチン・リビング又は居室の
画像を掲載することにより、枠を黄色くハイライト
表示させ、一覧の中でもパッと目につくように取り
組んでいます。又、その他周辺環境や
設備仕様等、より多くの写真やイメージ
画像についても掲載するように工夫
しています。

ス
ー
モ
の
通
常
有
料
枠

弊
社
が
こ
だ
わ
る
有
料
枠

弊社では!

家を探している、住宅検討者のほとんどの方が、一度は目にするサイトがSUUMOです。

は

PCサイトへの
月間訪問者数

月間ページビュー数
(スマートフォンアプリ利用者除く)

万人約

約

は

は

住宅検討者の
認知率

不動産
情報サイト

2,100
億PV3.4 シェアNo.1

94%

※トライベック・ブランド戦略研究所、オリコン、Gomezの各調査でNo.1の評価　https://suumo.jp/edit/lp/no1/ou/参考

※



◎さらに、弊社では、『ネットレポート』を導入!

ネットレポートは通常のネットコマよりも検索
結果一覧で上位に表示されます。物件画像も
最大50点まで掲載可能です。また、来場予約
機能も付いているので、来場アクションをこれ
まで以上に促進できます。現地販売や、資料
請求への導線などお客さまのアクションに
つながる工夫が凝らされています。

他社との差別化!
SUUMOの
『ネットレポート』とは？

来場予約ボタン

SUUMO『ネットレポート』画面

◎SUUMO以外の主要提携サイトにも順次掲載!

現在、お探しの当社顧客に対してメール等で物件情報の告知や、
東日本不動産流通機構「東日本レインズ」に物件の情報を登録し、弊社以外の不動産
会社に対し迅速に情報提供を行います。

レインズ
（流通機構）

もちろん! 売却のご依頼をいただくと、同時進行で

at home web
https://www.athome.co.jp/

ヤフー不動産
https://realestate.yahoo.co.jp/

ライフルホームズ
https://www.homes.co.jp/

SUUMO以外の不動産情報サイトにも順次掲載する事で、物件に興味がある方に効率良くアピールします。
より多くのネットユーザーに閲覧していただけます。



ここからは
売主様の負担が少なくなり、

成約率が高くなる
特別な売却方法を
ご提案いたします。

大成有楽不動産販売では、少しでも売主様の負担を減らすために、
こだわりの集客方法等で集客した買主様を、更に「成約率が高くなる特別な売却方法」で

ご案内差上げるようにご提案をいたしております。
ぜひ、内容をご覧の上で、当社でご検討いただけると幸いです。



不動産会社スタッフと
お打合せし、
売主様から売却の
依頼を受けた
段階から
売却活動を
スタートします。

いつ内覧に来るか
わからないので、
売主様には
その都度、予定を
空けて、室内で
待機してもらは
なければならない。

　急遽内覧したいという事で、バラバラと
来ることもあるが、大半は内覧だけで
終わり、なかなか成約には
至らない。

売却活動をスタートすると不動産業者は、
インターネット掲載や
折り込みチラシを
はじめます。

◎通常の不動産会社が行う一般的な売却方法!!

インターネットに出した直後が最も鮮度が有り、お客様の目から見ても
【新規物件】として魅力的に映ります。

ですがその鮮度の高い物件も、

（売主様が弱気になり、困っていると足元を見られる
  危険性があります）

「当日急遽の希望でも内覧できてしまう」

（この物件は、なぜ売れない？ ひょっとして相場より高い？ と感じ取られてしまいます)
「自分よりも前に数人の内覧者がいた場合」

このように購入意欲が減退し、購入に踏み切れない買主様がいらっしゃる事も事実です。

◎弊社は、物件には
　鮮度が重要と考えます!!なので

しかし

近くの物件を
見ていたので

ついでにこの物件も
見てみたい。

時間がとれたので
今から見れるので
あれば見てみたい。

相場価格の物件での成約は、概ね10～15組
内覧して1組の買主様が見つかる程度です。

※相場より割高な価格では成約には、さらに時間がかかります。

案内前から【購入意欲が低いお客様】を見極める事も難しいため、売主様には、
上記の理由から大きなストレスにも繋がります。



例 ： 弊社への売却依頼が10月3日と仮定、初内覧日を10月24日・25日の土日10時～16時に設定。
　　その間にお問い合わせのあったお客様には、初内覧日に予定を合わせてご内見いただきます。

1 売主様は内覧日として決められた2日間だけ空けて頂ければ良い
ため非常に効率が良く、【売主様の負担が少ない】。

事前に分譲パンフレットやローンシュミレーションなどを内覧希望者様
に郵送しておく事によって、
【資料を読み込んでから内覧していただける】。

2

3

初内覧日に一斉にお客様が見るため【鮮度が保たれる】。

（物件やローンや税金の予備知識を付けてからの内覧の方が質問もし易く、成約率が高い傾向があります。）

10月24日（土）・25（日） 初内覧日10月3日（土）売却の依頼 10時～16時

◎大成有楽が提案する
　特別な売却方法!!

《初内覧日を設定するメリット》

弊社では、売却の依頼をいただいてから、
「約2～4週間後の土日を初内覧日と設定」し、
お問い合わせがあったお客様に、
その日一斉にご内見いただく方法をとっております。

売主様のご都合に、
買主様が合わせる
方法です。

そこで

つまり



不動産会社のスタッフから【この物件は人気ですよ】・
【迷われていると他のお客様に購入されてしまいますよ】
と言われても
【本当なのか半信半疑】というお客様が大半です。

◎不動産は高価な買い物!!

※注意：当然、相場よりもあまりにも割高であれば、2～4週間の集客期間があったとしてもお客様は集まりま
せん。しかしながら売主様に無駄な内覧時間を割いて頂く事なく、【この価格では問い合わせが無い＝割高
な価格だった】という【正確な正しい判断を市況】が教えてくれる事となります。

この初内覧日を設定し1日に複数組様を一斉にご案内すれば、

等により、内覧希望者様自身の目
で見て、人気物件だという事実が
確認できます。

エントランスで他のお客様とすれ違う

他の内覧者様の動向が気になる

初内覧日での
購入申込書の 取得／15件中12件

ですが

だから

※当社お客様アンケートの結果による

相談して良かった!

97
%

お客様満足度

2019年



おわりに・・・
効果をまとめて見ましょう

● メリット ●

高品質な写真の露出で、
購入検討者へ安心感を与えることが

できます。
安心・安全な取引を“可視化”

売主様との「伴走」感
による反響率UP

信頼性

ブランド化による情報の希少性UP

当社の強みである「信頼」・「誠実」・「評判」の

問い合わせ数を増加させます

すでにサイト上で分類されており、
現場での確認作業を行うことで、
売主様への“対応頻度の軽減”と
“成約ロスを軽減”できます。

確度の高い
お客様をご案内

ブランディング効果

情報価値（見せる情報）を高く設定

“見える化”を実現

Merit
1

2 3



ここでは弊社がお届けする「あったらうれしい」サービスを
ご紹介いたします。

バス
クリーニング

●天井、壁面、床面、浴槽

●排水口（手の届く範囲）
●ドア、照明（外さず）、鏡、金具、備品

※風呂釜は外側のみ。特殊加工は除きます。

●適用条件／築15年以内の中古マンション（専有面積40㎡以上及び１Ｒ、賃貸中
　物件、瑕疵担保免責物件を除く）
●ハウスクリーニングサービスは水廻りのみとなります。

4つの水廻りをクリーンに!
室内の印象がちがいます。

マンション・
クリーン&スムースサービス

1 キッチン
クリーニング

●流し台ユニット（周辺壁面含む）

●ガスレンジ　●壁面、収納表面
●レンジフードカバー（外側）

※排水パイプ内は除きます。

2

トイレ
クリーニング

●衛生陶器（金具含む）、照明（外さず）

●ドア、天井、壁面、床面
●換気扇、窓

※給水タンク内部は除きます。

4洗面台
クリーニング

●洗面台ユニット（陶器、金具含む）
●照明（外さず）、棚、鏡

3

●適用条件／対象エリア内に所在する居住用のマンション・一戸建（1R、賃貸中、
　瑕疵担保免責物件を除く）

室内の不要な残置物を
当社指定業者が回収致します。

残置物
回収サービス

●適用条件／築15年以内の中古マンション（専有面積40㎡以上及び１Ｒ、賃貸中
　物件、瑕疵担保免責物件を除く） 

床フローリングの傷・壁クロスの
はがれ等をキレイに補修します。

マンション・
リペアサービス

所要時間は、60分程度を予定しており、作業内容は部品
交換・特殊工具等を必要としないリペア作業となります。

リペア前

リペア前

リペア後

リペア後

住まいのイメージUPもお手伝い!

室内をスッキリした状態でお見せする事により
お客様の好感度も上がります。

5万円（税別）回収費用の内、 を限度として
当社が負担致します。

《上記にない品物もお気軽にお問い合わせください》

キッチン用品 家　具

寝　具楽器・オーディオ機器

その他（自転車・物置）

●適用条件／築15年以内の中古マンション（専有面積40㎡以上及び１Ｒ、賃貸中
　物件、瑕疵担保免責物件を除く） 

建物内の荷物を一時的に
当社指定業者がお預かりします。

荷物一時
預かりサービス

ご売却の際に、スッキリと片付いた状態で
お部屋をお見せする事ができます。

運搬料・保管料を当社が負担します。
の荷物の一時預かり最大10点

売却をご検討中の方

※各サービスについて詳しくは、浦和センターまでお問い合わせください。



大成有楽不動産販売株式会社  本社  東京都中央区京橋3丁目13-1 有楽ビル
国土交通大臣（9）第3394号 （一社）不動産協会会員 （一社）不動産流通経営協会会員 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

0120-540-911

【火・水曜定休／営業時間10:00～18：00】

浦和センター〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-6-19
（高砂パークスペースビル2Ｆ） TEL.048-822-0911

何といっても一番お手軽!! 通話料無料!!
携帯・スマホからもつながります。

最新物件検索もOK!! 毎日更新!メールで査定!

不動産の売却に関することなら何でも、
ご都合の良い方法でお気軽にご相談ください

フリーコール

048-822-0912
24時間受付中!! お名前、ご連絡先等明記の
上お気軽に送信ください。

FAX

ウェブサイト

イエタン浦和 スマホ・
携帯からは ▼

パソコンや携帯・スマホから、いつでも
どこでもアクセス可能!!

E-mail

urawa-ei@yuraku.taisei.co.jp

※他社様で媒介期間中にあるご所有不動産に関しては弊社と媒介契約を締結することはできません。
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ホテル浦和センター

（高砂パークスペース
  ビル2F）


