取扱物件の総額は

を突破

ワールドスター不動産 社長

世界を股にかける
不動産鑑定士

――長谷川社長の経歴か

ばれる試験で、不動産系資

格しました。こ

鑑定士試験に合

卒業後に不動産

大学に進学し、

校から青山学院

不動産担保付債権に投資す

ン・ブラザーズ」が日本の

し ま し た。 主 に「 リ ー マ

ンサルティング会社に勤務

合格後は東京の不動産コ

出るかどうかの狭き門です。

はせがわ・たかし／ 1974 年生まれ。青山学院大
学経済学部卒業。東京の不動産コンサルティング
会社に勤務後、リサ・パートナーズ、あおぞら銀
行、谷澤総合鑑定所を経て、2016 年ワールドスタ
ー不動産を設立。不動産鑑定士。宅地建物取引士。
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格の最高峰とも言われてい

ます。不動産鑑定士は、不

動産の経済価値を評価する

専門家で、毎年の合格者は

全国で約１００人ほどです

れは司法試験、

る 際 の 助 言（ ア ド バ イ ス ）

が、道内合格者は年に１人

公認会計士試験

業務をおこなっていました。

札幌西高等学

らお聞かせください。
長谷川

と並んで「三大

同社が後に世界的金融危機

額不動産に共同投資をおこ

ロス氏と提携し、日本の高

とも言われるジョージ・ソ

と呼ばれ個人資産が３兆円

長谷川「世界一の投資家」

をしていたのですか。

――そこではどんな仕事

ナーズ」に移りました。

投資会社の「リサ・パート

通りです。その後、不動産

引き起こしたことは周知の

「 リ ー マ ン・ シ ョ ッ ク 」 を

国家試験」と呼

長谷川 傑

億円以上の高額不動産を仲介する「ワールド

海外投資家による日本での不動産投資が止まらない。そ
うした中、
スター不動産」
（本社・札幌市）が全国から注目を集めて

その後、米コリアーズ・

していますが、東京で働き

動産のグローバル化が加速

が売買されるなど、札幌で

内で約１６７億円のホテル

ます。今年８月には札幌市

札幌の物件が注目されてい

す。彼らは各国の不動産と

賃収入が入る収益不動産で

そして老人ホームなど、家

貸マンション、物流倉庫、

道内の高額不動産マーケッ

れが日本の投資会社よりも

割安だと考えています。そ

も大型取引が増えています。 の比較で、日本の不動産は

トは今後も伸びていくでし

して有名となった人物です。 に移り、不動産鑑定評価業

産投資会社に人脈を持つ専

しているからです。彼らは

と感じていました。そこで、 額不動産のみを投資対象と

門家がいないのではないか

１～２人の少人数で数百億

はおおむね

長谷川

投資家からの引き合いも増

物件売却依頼が来ており、

脈に期待して全国各地から

いる点です。最近は私の人

資会社に強い人脈を持って

よりも優れている点は。

――貴社が他の仲介会社

高値で購入できる要因です。

億円以

ょう。
――仲介対象を

務に従事。１件あたりの評

円の運用資金を任されてい

上に限定している理由は。

鑑定評価をおこないました。 私が高額不動産取引の第一

価額が数億から数百億円の

人者として札幌の不動産オ

るケースも多い。１つ

している「谷澤総合鑑定所」 ながら札幌には海外の不動

インターナショナルと提携

いる。不動産鑑定士でもある、長谷川傑社長に話を聞いた。
ないました。
ソロス氏は「イングラン

１９９２年に発生した「ポ

ーナーと海外の投資会社を

ド銀行を破産させた男」と

ンド危機」で、為替安定を
また、同所在籍時に専門

結ぶ架け橋になろうと考え
海外の投資会社の資金力

とから、少額不動産で

約２～３カ月かかるこ

やはり海外の投

目指して自国通貨を買い支

書「事業用不動産等のマー

はケタ違いであり、全世界

は巨額の運用資金を使

ホテル、高

長谷川

えるイングランド銀行に通

ケット分析と評価」
（清文

海外の投資会社

貨戦争を仕掛けて勝利した

の物件を購入するのに

で数兆円の不動産投資をし

い切ることが不可能な

億円以上の高

ことで有名です。

たのが動機です。

ている会社も珍しくありま
の投資会社は、日本の投資

投資家は道内の
高額不動産に注目

た。

社刊・共著）を執筆しまし

米投資ファンド

――その後は。
長谷川
「サーベラス」の傘下にあ
った「あおぞら銀行」で、
海外・国内の投資会社向け

のです。
――日本の不動産マーケ

会社よりも約２割ほど高値

――海外の投資会社

せん。私の感覚では、海外

の不動産融資をおこないま

ットの最前線で仕事をして

で不動産を購入しています。 のか。
長谷川

は、どんな物件を好む

した。このときの経験で世

きて、なぜ札幌で会社を設

に１件あたり数十億円規模

10

騰し利回りが低いことから、 層ビル、店舗ビル、賃

また、東京の不動産が高

界中の不動産投資会社に人

昨今、日本の不

立したのでしょうか。
長谷川

脈を構築することができま
した。

オフィスはＪＲ札幌駅前に立地。
世界の投資家が集まる

財界さっぽろ http://www.zaikaisapporo.co.jp
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苦難を乗り越え
父に感謝

を続けさせてくれた両親の

れた。私を見捨てずに学業

は１年間の浪人を許してく

しかし、そんな私に両親

試験に合格した姿を見せら

ぱいですが、不動産鑑定士

も申し訳ない気持ちでいっ

くなりました。父には今で

これ以上両親を悲しませた

長谷川

――今後の展望は。

――華々しい活躍の一方、 思いを痛いほど感じました。 れたのが唯一の救いです。
決してエリート街道を進ん

くない。これで目が覚め、

はパン食の普及でコメが生

した。しかし、当時の日本

で、コメ農家を営んでいま

は中学卒業後、家業を継い

に道北の美深町の出身。父

出世して両親の恩に応えよ

ます。その時に将来は必ず

たことは今でも感謝してい

京の大学に進学させてくれ

苦しいにもかかわらず、東

学院大学に合格。経済的に

１年間の猛勉強の末、青山

――５月に事務所をＪＲ

ていきたいと考えています。

のであれば積極的に購入し

であっても利幅の取れるも

開始しました。小さな物件

ではなく不動産投資事業も

弊社は仲介だけ

できたわけではない。

産過剰となってしまい、減

うと心に誓いました。

私の両親はとも

約させると最大で約６００

反政策の影響もあり、私が

長谷川

０万円の売上が計上できま

生まれる数年前に農家の廃

っています。

お客さまの利便

全て不合格。しかし絶対に

めて３度受験しましたが、

方も情報交換を兼ねて来て

ー
（債権回収会社）
、同業の

ナー、金融機関、サービサ

億円の案件を成

長谷川

性を考えてのことです。私

はお客さまと談笑すること
父は建設現場で力仕事、母

諦めるわけにはいかない。

もらえるとうれしいですね。

例えば

の受験を決めた。

は病院の厨房で働き、私を

期待して待ってくれている

■ワールドスター不動産

の売却依頼が１５０件ほど

買価格の約６％が上限とな

あり、取扱物件の総額は１
す。一方、設備投資や原材

業を余儀なくされた。その

えています。実際にこれま

兆円を突破しました。

料の仕入れなどがなく、経

億円以上の高額不動産

また、弊社はＪ―ＲＥＩ

費もさほどかからない業態

養ってくれました。

両親を喜ばせたいという一

が好きなので、不動産オー

一方、私の方は恥ずかし

心で、試験直前は１日

大学在学中を含

かったことから５０００円

い限りですが、高校の成績

長谷川

で買った錆だらけの中古自

は学年最下位の常連で、学

（

高級外車２台を保有するま

今では会社が軌道に乗り、

大学受験に失敗。

るはずもなく、当然ながら

ル。合格できる大学などあ

力テストも全国最下位レベ

で合格しました。

間の猛勉強。４度目の受験

目１札幌駅前合同ビル７階

札幌市中央区北４条西３丁

長谷川

ています。不動産仲介業の

でになりました。まさに夢

私は大学時代にお金がな

――仲介業の魅力とは。

転車に乗り、女性にも全く

も進行中です。
弊社は今期、上

モ テ ま せ ん で し た（ 笑 ）
。

報酬である仲介手数料は、

のある仕事と言えます。
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めに、何一つ贅沢せずに亡

☎︎
０１１・２０６・４２４６

売主から売却依頼を受けて

22

父は私を世に送り出すた

買主を見つけた場合は、売

時

億円以上）を成約させ

半期だけで３件の大型案件

10

で

Ｔ（不動産投資信託）や私

後、両親は札幌に転居し、

札幌駅前に移転しました。

募ファンドの出口案件も扱

なので、売上の大部分が利

――それで不動産鑑定士

っており、これらは一部の

益となるのです。

高額不動産マーケットを
熟知した長谷川社長

売却済み案件を除き、現在

10

10
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