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不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（ けんびや） 」を運営する健美

家株式会社（ 本社：東京千代⽥区、代表取締役社⻑：倉内敬⼀） では、同サ

イトに２０２１年７⽉〜１２⽉に登録された新規物件を集計し、区分マンショ

ン、⼀棟アパート、⼀棟マンションの住宅系収益不動産について、政令指定都

市別の利回りを調査しました。その結果をお知らせいたします。

■全種別で利回りが上昇したのは、岡⼭市、広島市。

前回すべての種別で新潟市が１位だったが、今回⼀棟マンションでは前回２位

の岡⼭市が唯⼀の１０％超で１位となった。また、前期⽐で順位が⼤きく変化

したところは、区分マンションで広島市が１２位から７位へ、⼀棟アパートで

静岡市が前回１４位から５位、⼀棟マンションでは仙台市が１５位から６位へ

と上昇した。全２０都市のうち、利回りが上昇したのは、区分６都市（相模

原、⼤阪、岡⼭、広島、福岡、北九州）、⼀棟アパート５都市（相模原、静

岡、浜松、岡⼭、広島）、⼀棟マンション６都市（仙台、静岡、京都、堺、岡

⼭、広島）となった。岡⼭市と広島市は、全種別で利回りが上昇した。

不動産投資ニュースのライターさんを

募集します。詳しくはこちら

ニュースリリースについて

編集部宛てのニュースリリースは、以下の

メールアドレスで受け付けています。 

press@kenbiya.com 

※ 送付いただいたニュースリリースに関

しては、取材や掲載を保証するものではご

ざいません。あらかじめご了承ください。

売れる価格は？アパート・マンションを無料査定 2年で30軒購⼊！利回り20％以上の空き家投資

ツイート 0

会員ログイン 不動産会社の⽅へ

調査（不動産投資）／健美家レポート ニュース

⼀棟マンションの1位は、新潟市に代わり「岡⼭市」が浮上。10％超。（2021年下
半期 政令指定都市 住宅系収益不動産「⾼利回りランキング」) New
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健美家編集部

#⼀棟アパート  #⼀棟マンション  #⼤阪  #区分マンション  #⾼利回り

#堺市  #福岡  #物件価格  #ランキング  #利回り  #利回りランキング

健美家サイト会員登録で 投資に役⽴つ最新情報を⼊⼿！

関連記事

⼀棟マンション、2ヶ⽉連続利回り低下（不動産投資レポート2022年02

⽉）

住宅系3種とも価格上昇、⼀棟物は2年連続（不動産投資 年間レポート ＜

2021年1⽉〜12⽉期＞）

全国⼀棟アパート価格、7四半期連続で上昇。（不動産投資 四半期レポー

ト < 2021年10⽉〜12⽉期 >)

住宅系収益不動産、先⽉⽐で3種別とも利回り低下（不動産投資レポート

2022年01⽉）

投資⽤不動産、住宅系3種とも利回り上昇（不動産投資レポート2021年

12⽉）

初⼼者必⾒！不動産投資の始め⽅

メリット・デメリットを知ろう
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関連記事をもっと⾒る

最新の不動産投資ニュース

政策（不動産投資関連）/
相続

相続登記の義務化、

2024年4⽉から！所

有者はっきり分かり不

企業告知/サービス

東京ガスが⽔まわり修

理に本格参⼊！⾼品

質・安⼼価格の「東京

都市計画・再開発（地域情
報）/⼤阪

⼤阪万博会場近接、此

花区の湾岸エリア複合

マリーナ施設が「⼤阪

政策（不動産投資関連）/
助成⾦・補助⾦

最⼤250万円の事業復

活⽀援⾦、受付スター

ト！5⽉31⽇まで！必

調査（不動産投資）/ラン
キング

2022年オリコン顧客

満⾜度調査 満⾜度の

⾼いトランクルームラ

都市計画・再開発（地域情
報）/東京

東京都港区「⽩⾦⾼

輪」エリアで約

3,300 m2の広場を備

不動産投資と収益物件の情報サイト健美家 ページのトップへ

収益物件を物件タイプから探す

投資⽤マンション（区分）  

⼀棟売りアパート  ⼀棟売りマンション  

⼀棟売りビル  ⼾建賃貸  

賃貸併⽤住宅  店舗付き住宅  

売り店舗・事務所  売り⼯場・倉庫  

売りホテル・ペンション  駐⾞場  

投資⽤⼟地・事業⽤⼟地

 

注⽬の都市から探す

東京都  神奈川県  千葉県  埼⽟県  

新宿区  ⼤⽥区  杉並区  世⽥⾕区  

横浜市  川崎市  さいたま市  千葉市

⼤阪府  兵庫県  京都府  

⼤阪市  神⼾市  京都市  

愛知県  福岡県  北海道  

名古屋市  福岡市  札幌市

 

地域で探す

⾸都圏トップ  

関⻄トップ  

東海トップ  

九州・沖縄トップ  

北海道トップ  

東北トップ  

中国・四国トップ  

信州・北陸トップ

不動産投資を学ぶ

不動産投資セミナー  不動産投資コラム  不動産投資ニュース  不動産投資ブログ

収益物件を売る

売却査定を依頼する

 

資料請求

収益物件の掲載  

セミナー情報の掲載  

バナー、メルマガ等広告の掲載

本サイト上のコンテンツ（不動産物件およびセミナー等の情報・画像・広告・デザイン等）に関する著作権、商標権その他の財産権は当社もしくは当該コンテンツを創作した

著作者または著作権者に帰属しています。当社および権利者の許可無く本サイト上のコンテンツを複製・転載等のあらゆる利⽤または使⽤することを禁⽌します。

個⼈情報 問い合わせ 広報室ブログ 運営会社（健美家株式会社）

Copyright © Kenbiya Co., Ltd. 2004-2022 All rights reserved.

https://www.kenbiya.com/ar/ns/research/kenbiya_report/
https://www.kenbiya.com/info/agency.html
https://www.kenbiya.com/info/service.html#service_02
https://www.kenbiya.com/ar/ns/policy/tax_system/5413.html?ac=UL
https://www.kenbiya.com/ar/ns/release/p_service/5434.html?ac=UL
https://www.kenbiya.com/ar/ns/region/osaka/5431.html?ac=UL
https://www.kenbiya.com/ar/ns/policy/subsidy/5435.html?ac=UL
https://www.kenbiya.com/ar/ns/research/yield_ranking/5428.html?ac=UL
https://www.kenbiya.com/ar/ns/region/tokyo/5416.html?ac=UL
javascript:void(0);
https://www.kenbiya.com/pp1/
https://www.kenbiya.com/pp2/
https://www.kenbiya.com/pp3/
https://www.kenbiya.com/pp4/
https://www.kenbiya.com/pp8/
https://www.kenbiya.com/pp9/
https://www.kenbiya.com/pp11/
https://www.kenbiya.com/pp6/
https://www.kenbiya.com/pp7/
https://www.kenbiya.com/pp10/
https://www.kenbiya.com/pp12/
https://www.kenbiya.com/pp5/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/tokyo/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/kanagawa/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/chiba/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/saitama/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/tokyo/shinjuku-ku/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/tokyo/ota-ku/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/tokyo/suginami-ku/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/tokyo/setagaya-ku/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/kanagawa/yokohama-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/kanagawa/kawasaki-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/saitama/saitama-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/s/chiba/chiba-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/k/osaka/
https://www.kenbiya.com/pp0/k/hyogo/
https://www.kenbiya.com/pp0/k/kyoto/
https://www.kenbiya.com/pp0/k/osaka/osaka-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/k/hyogo/kobe-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/k/kyoto/kyoto-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/t/aichi/
https://www.kenbiya.com/pp0/f/fukuoka/
https://www.kenbiya.com/pp0/h/hokkaido/
https://www.kenbiya.com/pp0/t/aichi/nagoya-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/f/fukuoka/fukuoka-shi/
https://www.kenbiya.com/pp0/h/hokkaido/sapporo-shi/
https://www.kenbiya.com/shutoken/
https://www.kenbiya.com/kansai/
https://www.kenbiya.com/toukai/
https://www.kenbiya.com/kyusyu/
https://www.kenbiya.com/hokkaido/
https://www.kenbiya.com/touhoku/
https://www.kenbiya.com/chushi/
https://www.kenbiya.com/shinhoku/
https://www.kenbiya.com/sm/
https://www.kenbiya.com/ar/cl/
https://www.kenbiya.com/ar/ns/
https://www.kenbiya.com/blog/
https://www.kenbiya.com/sl/
https://www.kenbiya.com/info/service.html
https://www.kenbiya.com/info/service.html#service_02
https://www.kenbiya.com/info/service.html#service_03
https://www.kenbiya.com/info/privacy.html
https://www.kenbiya.com/app/exe/toiawase1?
https://ameblo.jp/kenbiya
https://www.kenbiya.co.jp/
https://www.kenbiya.com/

