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～釧路支店～

　エッセは港町（函館・小樽・釧路）に支店を構えています。
今回は釧路支店のご紹介です。
　釧路支店が管理している物件は合計で238戸（Ｈ30.3月時点）、そ
の内、芦野タウンハウスはエッセが貸主です。居住用ではありませんが、
釧路町桂木には商業施設の建物も所有しています。
　釧路支店は現在3名の社員で営業しています。少人数ながらも、賃
貸・仲介ともに、本社と同様の業務を行っており、釧路市にある支店で
はありますが、北見市など、釧路市近隣の不動産のご相談も受け付け
ています。本社・他支店と連携し、お客様のニーズにお応えするべく、
日々の業務に取り組んでいます。

●賢く、きっちりした仕事ぶり
が評価されている

●電気工事士の資格を取得
するなど、勉強家

●相手の心をつかむのが上手
●情報収集能力がピカイチ！
どんなジャンルでもよく知っている

●電話応対が丁寧
●事務処理の手が早く、他の社員
へ助け舟を出してくれる

釧路に転勤が決まったけど、家はどうしよう？
所有マンションの管理をお願いしたい
使わなくなった土地を有効活用したい
売りたい土地、いくらで売れるの？

『セルシオ文苑』

『ライラック館』

広々2LDK！高級感ある物件

築浅で駅からも徒歩圏内

『芦野タウンハウス』
お庭付きで子育てに
おすすめの環境
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発行：令和元年6月1日「以心伝信」は心のこもった通信と信頼をお届けしたいという意味を込めた造語です。

釧路市以外にある不動産のご相談も受け付けています！



●出　身 ： 旭川市生まれ札幌市育ち
●出身校 ： 北海学園大学経済学部
●住んだことのある町： 札幌市、釧路市、旭川市
●趣味： 旅ラン、スイーツ探し、温泉めぐり

【 仕事でこころがけていること 】
●クライアントの話を良く聴き、寄り添う気持ちで行動すること
「常にニーズを意識して仕事をしています。」

●出　身 ： 釧路市
●出身校 ： 大月市立大月短期大学
●住んだことのある町： 釧路市、山梨県大月市　
●趣味： 山登り

【 仕事でこころがけていること 】
●お問合せ・故障の対応等なるべく早く対応すること
　「お待たせしないよう気をつけています。」

●出　身 ： 帯広市
●出身校 ： 北海道大学経済学部
●住んだことのある町： 帯広市、札幌市、釧路市
●趣味： テニス

【 仕事でこころがけていること 】
●「不動産売買は人生で何度も
経験するものではないので、
契約内容をわかりやすく伝
えられるようにしています。」

マンション成約件数月次推移

MS分野7年ぶり前年割れ

●新築マンションの価格が低下、手が届く範
囲の価格帯が好調（分譲マンション業者談）

●まだなお成約件数は少なくない。今のうち
に売却を検討してみては？

●土地の取引はまだまだ動きがある。
●売却を検討されているなら、一度価格査定してみては？

土地成約件数月次推移

土地分野が需要増で好調

営業企画部より、
札幌の不動産市場の
現場をお伝えします！
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　2018年8月～ 2019年2月の約半年間の
エッセブログ【個人記事】アクセス数ベスト３
をご紹介します。

　まずナンバー１を獲得しましたのは『坂の
街 HAKODATE』、函館支店の林社員より函
館の魅力紹介記事です。人気の観光名所か
ら地元で愛されているおしゃれな飲食店ま
で！林社員オススメのスポットをたっぷりの素
敵な写真と共にお届けしています。

　ナンバー 2は『休日はアクティブに休む』、

休日はおうちでのんびりもいいですが、心身
ともにリフレッシュには「自然の中で新鮮な空
気を取り入れ心身を浄化」が中島社員一押し
のリフレッシュ方法。今回はその方法を3パ
ターンご紹介♪

　ナンバー３は、『利尻富士へ』です。実は登
山好きもなかなか多いエッセの社員。そのメ
ンバーの１人、小山社員より以前利尻富士を

登った時の懐かしい思い出の１ページをめ
くった記事です。

　エッセブログでは物件の紹介はもちろんの
こと、月2回、社員が持ち回りで個人記事を
担当しています。社員の個性が伺える個人記
事で、自分の携わっている不動産とそこに携
わるエッセを少しでも身近に感じていただけ
ると幸いです。

　過去10年間の推移をみると、大幅に成約数を伸ばしてきてい
るのが土地分野だ。16年まで8年連続で前年比プラスを続け、
17年は前年比マイナスになったものの成約件数は08年と比べ
2倍以上をキープしている。

　流通土地の成約件数増加を促したのは、09年から下落に転
じた地価の動向がきっかけだった。

　15年から若干上昇基調に転じたが、ミニバブルと呼ばれ、再
上昇に転じた06年以前と比べてもまだ割安感があることから、
住宅建築用地の選定対象エリアが広がり、成熟市街地にも目が
向けられる傾向は変わっていないのに加え、大規模タウンの供
給が難しくなり宅地不足の深刻度が増す札幌市にあっては流通
土地の引き合いが多い。15年から回復傾向にある戸建て系新
築分野のほか、分譲マンションや高齢者施設、インバウンドを
狙った観光関係施設なども建設に積極的なため成約数増加が
続いている。

（平成31年1月1日 住宅産業新聞一部抜粋）

　2018年の札幌市の流通市場は成約数で土地分野が前年を
上回ったが、マンション分野と一戸建て分野は前年を下回った。
08年のリーマン・ショック後に低迷した新築分野を補うように
堅調に推移してきた流通市場は、マンション分野が15年に勢い
が鈍化したものの、16年から再び勢いを取り戻しつつあったが
昨年は7年ぶりの前年割れとなった。

　成約物件を公共交通機関の利便性でみると、地下鉄・JR市
電の最寄駅・電停から「徒歩5分以内」が42.1％（前年41.5％）
で最も多く「同10分以内」が35.0％（同35.7％）、「同15分以内」
が11.1％（同9.6%）で、公共交通機関の最寄駅・電停から徒歩
圏の物件成約が9割近くを占める傾向は例年と変わっていない。

　「中古」でありながら価格上昇が続く流通マンションの成約に
多少のブレーキが掛かったようだ。ただし、注文住宅感覚で自
分のライフスタイル・趣向にあったマンション・リノベーション
の認知度・需要が高まっていることから、流通マンションに対す
る需要は根強いものがある。

（平成31年2月1日 住宅産業新聞一部抜粋）

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

2016年
2017年
2018年

12月までの成約件数
2016年：2,426件
2017年：2,531件
2018年：2,496件

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

2016年
2017年
2018年

12月までの成約件数
2016年：1,644件
2017年：1,597件
2018年：1,699件
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平岸の家賃相場は？
地下鉄平岸駅

【1LDK】 4.84万円
【2LDK】 6.63万円

　かつて平岸は現在の中の島・美園を含む平岸
地域から定山渓まで及び、明治よりリンゴの一大
産地でした。この一帯で栽培された「平岸リンゴ」
の名は全国に広まり、試験的に海外へも輸出され
る程でした。しかし昭和36年に豊平町と札幌市
の合併で人口が増加、土地区画整理事業等で宅
地化が進みリンゴ産地の姿は薄れていきました。
　その後定山渓鉄道、市電豊平線が廃止され代
わりに地下鉄南北線が開通。翌年昭和47年の
区政施行で豊平町は豊平区となり、平岸も増々発
展を遂げていきました。
　平岸発展の基礎となったリンゴは現在豊平区
役所から国道36号線までの1.1ｋｍに75本の
木が植えられ全国的にも珍しい実のなる並木と
して今も愛されています。

平岸リンゴ

　平岸の語源はアイヌ語がもとになっており、川沿いの長崖端、「ピラ・ケシィ」（崖の・
末端）から来たと言われています。崖については現在では正確なものはわかってはいま
せんが、豊平川に向かって切れている精進川沿いの崖の様子であるという説もあります。
　また開拓当時は「麻畑」とも呼ばれていました。平岸の開拓は岩手県水沢からの入
植者が行っており、水沢漁網の原料となった麻の栽培をしていました。しかし10年余
りで地力が衰え収穫量が落ちたことから、麻からリンゴへ転換。そのできが良く、以後
平岸はリンゴの産地として有名となっていきました。

「平岸」の由来

　昭和49年まで林業試験場だった跡地に造られたこの公園は、約7.4ヘ
クタールもの広さに樹木園や花木園の他テニスコートや温水プールがあり、
ウォーキングやバードウォッチング、スポーツと多様な形で楽しまれていま
す。また緑化植物園の緑のセンターでは温室や図書室、相談室等緑にまつ
わる様々な施設の利用ができます。
　隣接した北海きたえーるは中の島体育センター別館を移転改築、現在は
ジョギングやトレーニングに通う人も多く、日々の健康づくりから本格的な
身体づくりまで広く利用されています。またレバンガ北海道のホームア
リーナでもあるメインアリーナは最大1万人が収容でき、ライブ等も多数開
催され幅広く親しまれています。

　釧路支店の業務や人について新たな一面を
知ることができました。３人という少人数で、
事務作業から営業、物件の設備メンテナンスま
で行う点には驚かれる方も多いのではないで
しょうか？また、今回の取材に当たって、平岸散
策のブログも更新したので是非ご覧ください♪

 （高橋 佳奈子）

　今回のエリア紹介は平岸！個人的では
ありますが、以前弘前に住んでいたことの
ある身としては平岸もりんごの町というの
が嬉しい驚きと、懐かしさを覚えてより身
近なエリアになりました。 （川名 彩加）

豊平公園
天神山

　標高85ｍ、広さ64.18㎡に渡る緑地を持つこの山の頂上
からは札幌市街地から石狩まで眺望することができます。山
中には相馬神社や展望テラス、緑地内では日本庭園、梅、桜、
アートスタジオと様々な顔を持ち、自然やお花見を楽しむ人か
ら芸術活動に勤しむ人まで多様な人々が訪れ交流しています。
　またかつて頂上から見渡せた平岸一帯に栄えた平岸リンゴ
を記念して平岸林檎園記念歌碑などリンゴにまつわる碑等も
建立されています。

宅地建物取引業者免許番号：北海道知事 石狩（3）第7045号
（一社）北海道不動産公正取引協議会加盟

本 社 〒060-0004 札幌市中央区北4条西6丁目1番3号 北四条ビル2階

■ホームページ／http://www.esse.co.jp
■営業時間／8：45～17：15

函館支店　 0138-23-4411／小樽支店　 0134-23-4131
釧路支店　 0154-22-0405

～札幌市 平
岸～
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