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何故、素人でも儲かるのか?
話題のFC型賃貸リノベーションビジネスとは？

どんな空室でも、たった40日で満室にする
賃貸市場で今話題のビジネスモデルを自社のものに
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興味のある方は次のページへおすすみ下さい

本資料の目的

始めまして。リノリースCLUBの篠原と申します。

現在賃貸業界は少子化・住宅の供給過剰の影響により空室物件が増えアパート・マンション経営をして
いる家主様には逆風が強くなっています。

弊社は14年前に、不動産管理会社の下請で原状回復工事をするリフォーム会社としてスタートしました。
設立当時は、「キレイに」「スピーディに」「安価に」をモットーに入居者さんが退去したあとのクロス貼り変え、
クリーニングを行っておりました。しかし、原状回復工事をしても築20年、30年経過したお部屋は入居が決
まらない現状を見たとき、家主様、不動産会社様にまったく喜んで頂けていないと気づきました。
今のままではいけないと会社の方向性を変え、「空室を埋める会社」「満室経営を促進できる会社」にな

るべく、試行錯誤の末「リノリース」とい商品を作りました。
デザイン性の高いリノベーションを行い、工事完工後40日以内に入居が決まらなければ家賃保証を行う
といったビジネスモデルです。2009年にFC事業をスタートし、日本全国の空室を満室にできる企業集団に
なるべく多く空室物件を満室にし、家主様の収益改善を行ってまいりました。

私は6年前28歳の時に中途で入社し、入社2年目には1億円の売上を上げることができました。
前職は携帯電話を販売していた営業マンです。不動産、建築の知識はまったくありませんでした。
何故未経験の私でも年間1億の売上を上げることができるのか。
ノウハウが無くてもすぐに始められ、しかも確実に収益を上げる仕組みがあるならば、やってみたいと思い
ませんか？
今回は、そんな驚異的なビジネスモデルをご紹介する資料をご用意しました！
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第1章

過去最高の空室戸数・空室率。
今後の賃貸市場はどうなっていくのか。
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人口の減少・賃貸物件の供給過剰で過去最高の空室率・空室戸数に！

需要と供給のバランスが崩れ、空室戸数、空室率は過去最大！

少子化・晩婚化・非婚化の影響により日本の人口は2008年の１億2800万人をピークに減少し
続けています。2015年時点では日本に住む外国人を含む人口は1億2700万人。
しかしながら住宅の新規着工件数は年間90万戸を超えています。
空室戸数は820万戸・空室率は19％に達しました。
この傾向はさらに顕著になり、30年後には空室率が40％になると予測されています。
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賃貸経営には多くの課題が。家主、不動産会社が抱える課題！

賃貸経営に悩みはつきもの。アパート・マンションオーナーには多くの悩みがあります。

アパート・マンションオーナーの抱える悩み

家賃を下げたくないけど
さげなければいけない

初期費用を減額しなけ
れば入居が決まらない

増税されても家賃は
変わらない

（非課税のため）

空室期間が長期化
する事で設備の故
障の原因に繋がる

ここには大きなビジネスチャンスが！！

手元にお金が
残らない



Before After Before After
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賃貸経営の逆風をチャンスに変える！今注目のビジネスとは？

賃貸経営をしている家主様の悩みの大半は空室を埋めることで解決できます。
空室には様々な原因が考えられ、原因によってとる対策が変わります。
対策にはメリット・デメリットがあり家主にとって一番良い対策を提案し、空室改善ができる企業が今
後必要とされてきます。
ここ最近注目されているのが、リノベーション（再生）です。

古くなって競争力の落ちた物件はなかなか入居が決まりません。
今はインターネットからのお部屋探しをする入居希望者が増えたことで、入居者の目が昔に比べて肥え
てきました。商品価値の低下した物件にデザイン性の高いクロス、床材を貼ることでお部屋のイメージ
を一新できます。これからの賃貸経営は他物件との差別化が必要不可欠です。
そこには大きな市場とビジネスチャンスが・・・
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第2章

日本全国の空室を満室にする企業集団
リノリースCLUBとは！？
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日本全国の空室を満室にする企業集団「リノリースCLUB」とは

不動産系
61%

建築系
35%

独立系
3%

その他
1%

福岡市に本社をおく、株式会社TRNが2009年に設立した賃貸リノベーションに特化したフランチャ
イズ組織です。不動産会社、建築会社を中心に全国に91社の加盟店をもつ業界最大級のネット
ワークです。リノベーション工事完了後40日で入居が決まらなければ、家賃保証をする「リノリース」を
もとに日本全国の空室を満室にする企業集団になることを目指しています。
加盟店様には業界未経験の方でも簡単に工事が受注できるような営業ノウハウを提供しながらサ

ポート体制も充実している為、この事業で独立する異業種からの新規参入も増えています。

FC大阪支部

FC東京本部

FC福岡支部

リノリースCLUB加盟店数 91社（2015年12月現在）

加盟店業種



リノリースＣＬＵＢ 2015年新規加盟企業

【 2015年/新規加盟店一覧 】

新規加盟企業の業種属性構成比

新規加盟企業の出店エリア構成比

第2015年新規加盟店 27社

関東エリア

70%

東海エリア

15%

九州エリア

11%

関西エリア

4%

不動産系

70%

建築系

22%

独立系

4%

その他

4%

エリア 法人名 所在地

関東エリア 株式会社 北村 東京都墨田区緑4-22-11

関東エリア 有限会社 いわさき不動産 神奈川県横浜市中区石川町2-66

関東エリア アールケイホーム 株式会社 東京都江戸川区西小岩1-21-16

東海エリア 株式会社 ファーストホーム 愛知県名古屋市南区内田橋1-6-2

関東エリア 富士ハウジング 株式会社 神奈川県藤沢市藤沢484-24

東海エリア 株式会社 西尾組 静岡県富士市入山瀬2-2-6

関東エリア 株式会社 小浜土地建物 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3-3-37

関東エリア リングス賃貸管理 株式会社 埼玉県本庄市朝日町3-7-38

関東エリア 株式会社 佐藤不動産 埼玉県鴻巣市本町4-1-8

関東エリア リノベアー 東京都八王子市西片倉1-19-3

東海エリア 株式会社 S-point 愛知県名古屋市中村区太閤通9-12

九州エリア グッドハート 株式会社 熊本県熊本市南区田井島2-3-8

関東エリア 株式会社 リビング＆ルーム 千葉県香取市北3-2-28

関東エリア 株式会社 ハビタット 東京都渋谷区西原3-2-2

関東エリア 有限会社 ユーシン不動産 東京都渋谷区笹塚1-21-10

関東エリア 有限会社 五葉開発 東京都豊島区巣鴨4-7-2

九州エリア 株式会社 川﨑不動産 熊本県熊本市南区出仲間1-2-38

関東エリア プレシャスエステート 株式会社 埼玉県川口市芝新町8-29

九州エリア アセットコンサルティング 株式会社 熊本県熊本市中央区新大江2-8-18

関東エリア 株式会社 トーセキ 東京都足立区千住曙町37-33

関東エリア 建創パートナーズ  株式会社 神奈川県横浜市泉区和泉中央南4-1-1

関西エリア 株式会社 千寿 大阪府八尾市西高安町1-1

関東エリア 有限会社 エステート企画 埼玉県八潮市古新田499-1

関東エリア 株式会社 Goodプロパティ 福岡県福岡市中央区平尾5-19-36

東海エリア 有限会社 シンワ 三重県桑名市大福510-3

関東エリア 株式会社 東京システムコ－ポレーション 東京都東久留米市弥生1-1-37

関東エリア アパート マンション館 株式会社 茨城県取手市取手2-2-7



全国の家主様が大絶賛するリノリースとは！？

リノリースのビジネスモデルの最も大きな特徴は「満室保証」にあります。

工事が完了しても万が一入居が決まらなければ、その期間家賃の85％をリノリースCLUBが行います。
その代わり入居がきまれば15％をリスク保証金として毎月頂き、2年間の契約期間の間退去がでた
場合の家賃保証原資にします。
家賃保証は加盟店が行うこともできますし、本部保証制度というサービスも行っている為、加盟店はリ
スク無くリノベーション提案を行うことができます。

驚異のビジネスモデル
「リノリース」

家賃保証
85％

リノベーション 満室ノウハウ＝ ××

保証家賃（85％）
59,500円

リスク保証金（15％）
10,500円

家主様は万が一入居が決まらなくても、安定収入が実現！

途中退去が出た際は家賃保証の原資に！

募集家賃が7万円だった場合



ビジネスの収益モデルは主に2種類。
“スポット型収入”と“ストック型収入”

“スポット型収入”は、一回のみの売り切りでのお金の流れで、
たとえばWEBサイト制作で、納品後に制作費用が支払われ、キャッシュが一気に入ってくる。
しかし1回のみ。

“ストック型収入”は、一気にキャッシュが入ってくるわけではないが、少しずつ収益が増えていくモデル
で、たとえば携帯電話料金などがある。

会社を安定させるにはスポット収入とストック収入のバランスが大切。

リノリース事業の魅力
工事売上というスポット収入で、高い利益率による粗利を獲得でき、前ページで紹介した

リスク保証金による、ストック収入が安定的に入ってきます。
またリノベーション完工後即入居が決まるので、顧客満足度が非常に高く、リピート率が高

いのも特徴です。工事をしていない他の部屋が退去する度に電話一本でリピート受注に繋
がります。本部サポートを上手く活用する事で、1人からでも始めれるにも関わらず、店舗をも
つ必要が無いため、多額の設備投資も必要ありあせん。

リノリースは理想的な収益モデル
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本部サポート

加盟店様がリノベーション事業で成功するために、本部として色々なサポートをおこなっております。
面倒な作業は外部にアウトソースする事で、人件費削減にも繋がります。

【収支計算ソフトの提供】
リノベーションの費用対効果が
瞬時に計算できる、シミュレー
ションソフトです。

【ポータルサイトへの掲載】
リノベーション専用の賃貸ポータ
ルサイト「リノステナビ」への掲載
が無料で行えます。

【テレアポ代行業務】
加盟店様から頂いたリストをもと
に本部のテレアポスタッフが家主
様との面談の日時を設定します。

【各種営業資料の提供】
リノリース事業を行う上で必要な
提案資料、パンフレットは全て
用意しています。

【各種営業研修】
勉強会、研修を定期的に開催
し、営業スキル、税務知識の向
上により貴社営業マンのレベル
アップをはかります。

【商品・商材の安価提供】
FCの強みを生かし、メーカー・商
社から加盟店に安価で提供致
します。

【営業同行】
SVのサポートの一環として貴社
営業スタッフと同行致します。

【設計・デザイン業務】
CAD図面の作成、リノベーショ
ン工事プラン、デザイン業務を本
部デザインナーにて行います。
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第3章

加盟店の声
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リノリースCLUB加盟店経営者の声
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リノリースCLUB加盟店営業マンの声
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第4章

リノベーション施工事例・実績
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本部サポート
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本部サポート
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本部サポート
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最後に・・・

最後まで読んで頂きありがとうございました。

賃貸業界には今逆風が吹いています。

そこには大きなビジネスチャンスがあり、大家様の困りごとを解決でき、収益
性の高いリノベーション事業に興味はありませんか？

定期的に事業説明会も開催しています。

是非、ご興味ある方はご参加下さい。
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事業説明会スケジュール

『異業種からの新規参入でも失敗しないリノベーションの成功法則！』

下記項目に興味のある企業様は是非ご参加下さい。

☑ 儲かる新規事業を探している。
☑ リノベーションをしたいがやり方がわからない。
☑ 管理物件を増やしたい。
☑ 下請けから脱却したい。
☑ 利益率を向上させたい。
☑ リノベーション提案の勉強をしたい。

ホームページから申し込みも可能です。
http://renoleaseclub.com/

リノリースCLUB

1/27（火） 東京会場
2/9（火） 東京会場
2/16（火） 大阪会場
2/18（木） 京都会場
2/23（火） 東京会場
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社 名 株式会社TRN

代 表 者 中島克己

設 立 平成14年11月

資 本 2,012万5千円

T E L 03-3400-1705

F A X 03-6805-1756

所 在 地

＜フランチャイズ 東京本部＞
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-12-2 クロスオフィス6F
＜フランチャイズ 大阪支部＞
〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28 堂島アクシスビル4F
＜フランチャイズ 福岡支部＞
〒815-0035 福岡市南区向野1-21-1 TRNビル2F
＜ショールーム＞
〒104-0041 東京都中央区新富町2-2-12 平凡新富ビル
＜本社＞
〒815-0035 福岡市南区向野1-21-1 TRNビル2F

会社概要
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