
バケーションレンタルのご案内



セカンドハウスの全く新しい

「所有スタイル」と「活用スタイル」

バケーションレンタルとは

バケーションレンタルとは、オーナー様が使用しない期間を他者へ部屋貸しする短期賃貸サービスのことです。

欧米ではごく一般的なバカンスの利用法であり、オーナー様が住んでいるお部屋を、利用者は家族や友達と貸し切り
気ままに暮らしているかのように過ごすことができ、生活しやすいといった面が人気の秘密です。

貸主であるオーナー様にとっては、使用しない期間を利用して家賃収入を得ることができ、借主（お客様）にとっても
ホテルのようなサービスはありませんが、ホテルより安価で部屋を利用出来るといった双方のメリットがあります。

ロングステイ石垣島

貸主

（オーナー）

借主

（お客様）

・物件管理

・予約手続き代行

・スケジュール管理
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ロングステイ石垣島の魅力

「ロングステイ石垣島」は、日本最西端のリゾートアイランド・石垣島にある

分譲マンション「コーラルベイ石垣島」を使用した定期借家契約の

物件賃貸サービスです。

欧米ではバケーションレンタルと呼ばれ、広く一般的な物件レンタルサービス

になります。長期滞在に適したキッチンや調理器具、冷蔵庫、食器類、

エアコンや洗濯機など、生活設備を整えた賃貸サービスである事が特徴で、

自宅にいるような感覚でご利用いただけます。

Reve石垣島真栄里は、商業施設や医療機関が徒歩圏に多数ある利便性の高さ

や、眺望の良さが魅力の物件です。

また、「スローライフ」を楽しめる環境も魅力のひとつです。

都会とは異なる、ゆったりとした時間の流れを感じながら過ごせるリゾートライフが

楽しめます。

石垣島の新鮮素材で料理を楽しんだり、雄大な自然に身を任せアクティビティを満

喫する事もできます。
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オーナー様が利用されない期間（オーナー様の利用が最優先）長期滞在のお客様に貸し出すことで、一定の収入
を得ることができます。

お部屋やオーナー様の利用頻度等にもよりますが、稼働率は４０％～７０％、年間約１００万円～２２０万円の収入を
得ることができます。

セカンドハウスに遊びに来ても、まずは清掃からはじまって、帰る時も清掃で時間と手間がかかる。
というお悩みをかかえるオーナー様も多い中、定期的に清掃を行うことでお部屋の状態を維持、管理することが
できます。

尚、沖縄の気候は想像以上に湿度が高く、窓を閉め切った状態が続くと建物の大敵である湿気が部屋にこもり
カビが発生しやすくなります。常時使用していない建物は傷みが早く、寿命も短くなってしまいます。それを
防ぐには人が住むのが一番であり、人が出入りすることで空気の入れ替えや清掃が行われ、お部屋を良い
状態に保つことができます。また、ロングステイ石垣島では、お客様の利用後はもちろん、長期滞在中も
定期的に清掃に入り、お部屋をきれいに管理します。

最初からセカンドハウスを、バケーションレンタルの運用を主目的とされる場合は、節税効果もあり、損益通算が
できたり、経費として落とすことも可能です。また、購入時の建物部分の消費税分の還付を受けることも可能です。
（詳しくは、現在担当されている会計士や税理士の方にお問い合わせ下さい。）

オーナー様へのメリット

＊利用していない期間に収益を上げることができます

＊きれいに維持、管理することができます

＊税金対策になります
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・お部屋の運用状況、収益のご報告を毎月実施
　　1ヶ月間のお部屋の運用状況、収益額の明細、及び翌月の予約状況について、毎月ご報告を入れさせて頂いて
　　おります。

・徹底したチェック体制、ハウスクリーニングの実施
　　宿泊のお客様が退去された後には、徹底的にチェックを行い、必ずお部屋のすべての箇所を清掃の上、
　　お部屋の維持・管理を行っております。個別に清掃が必要な箇所についてはオプションの清掃サービス
　　を提供しております。

・利用者に対するこだわり
　　お部屋をきれいに使用していただけることを条件としており、利用マナーの悪い可能性のあるお客様
　　（20歳未満の若いお客様のみや日本語と英語の通じない外国人）は基本お断りをしております。

・お部屋の状態（家具・備品など）のご報告を毎月実施
　　お部屋の状態について、毎月ご報告を入れさせて頂きます。
　　家具や家電は経年劣化していくもの。お部屋、備品類の状態に応じてオプショナルクリーニングの
　　ご提案もさせて頂いております。

ロングステイ石垣島で運用するメリット

＊お部屋の運用状況が把握できます

＊安心してお部屋の維持、管理をお任せください
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コーラルベイ石垣島

当社の運用物件について
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コーラルベイ石垣島弐番館

当社の運用物件について
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■事前にご準備頂きたいことについて
　　最低限ご用意頂きたい必要な家具や備品、及びオーナー様の私物の保管方法
　　についてご案内致します。　　（⇒ページ8～10）

■お部屋をご利用する際のお願いについて
　　オーナー様がご利用されたい期間への予約方法（最優先でご案内致します）

　　及び、清掃に関してご案内致します。　　（⇒ページ11）

■お支払について
　　運用手数料の詳細、精算方法についてご案内致します。
　　（⇒ページ12）

運用するにあたってのルール
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事前にご準備頂きたいことについて

ご利用のお客様の滞在期間は１ヶ月～を基本としております。最低限生活をするのに困らないように、
との観点で、以下の家具を事前にご準備いただけますようご協力お願い致します。

オーナー様にご準備頂きたい家具、備品について

ご提供いただく

家具・備品

・テレビ

・DVDプレーヤー

・エアコン

・冷蔵庫

・電子レンジ

・炊飯器

・オーブントースター

・ドライヤー

・掃除機

・洗濯機

・アイロン

・ソファ

・ベッド

・ダイニングテーブル＆

チェア

・食器類

・調理器具

・Wi-Fi環境

消耗品

リネン用品

不足分

運用に必要な

家具・備品

提供したくない

備品・私物

ｸﾛｰｾﾞｯﾄに施錠し保管
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お部屋のデザインイメージ

　同じ間取りのお部屋でも、オーナー様の志向によって、様々な空間を演出できます。

　ぜひ、オーナー様のセンスを存分に発揮して、お部屋をコーディネイトしてみてください。
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■触れられたくない私物の保管方法について
　　お部屋を貸し出すにあたっては、通常の利用でも多少の傷がついたり劣化が生じてまいります。
　　この点をご理解の上、ご利用のお客様に触れてほしくない私物は一箇所にご収納いただき、
　　鍵を必ずかけて頂きますよう、ご協力をお願い致します。
　　また、ご利用のお客様の目に触れる私物を極力減らして頂くことで、お部屋から生活感が薄れ
　　ご利用のお客様にとりましては、気兼ねすることなくお寛ぎ頂く事ができます。
　　シャンプー・洗剤類なども、ご利用のお客様が残置されるものと区別できるよう、まとめてカゴに
　　入れる等の対応をお願い致します。

　　※ｸﾛｰｾﾞｯﾄの鍵の取り付けも当社で承ります。

　　沖縄では、ほとんどのお客様がレンタカーで施設に入られるため、駐車場のご契約も併せて行って
　　いただきますようお願い致します。

事前にご準備頂きたいことについて

オーナー様の私物の保管方法について

駐車場のご契約のお願い

10ページ



　　6月に翌年1～6月、12月に翌年7～12月の希望滞在日のご予約を承り、確実にお部屋をご利用頂けるよう
　　ご案内させて頂きます。
　　それ以降は、オーナー様への事前確認なしに、お部屋に宿泊予約を入れて運用させて頂き、前月中頃に
　　精算報告と併せて、翌月のご予約状況をご報告させて頂きます。その際に、オーナー様のご予約がないか
　　再度、確認をいれさせて頂きます。

　　※万一、すでにご予約が入っている日にオーナー様にて宿泊希望を出された場合には、半年前に予約確認を
　　取らせて頂いておりますので、宿泊予約のお客様を優先させて頂きますようご協力をお願い致します。

　　※オーナー様（親族含）が他のオーナー様客室をご利用される場合は、マンスリー利用で10％引きにて
　　対応させて頂きます。

　　オーナー様ご利用後にハウスクリーニングに入らせて頂いており、一律で5,000円の清掃費用を
　　頂いております。
　　こちらは、当月末締め翌月未払いの精算分で相殺処理させていただきます。

お部屋をご利用する際のお願い

オーナー様のご利用に伴う予約方法

オーナー様のご利用に伴う予約方法
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　　運用手数料として、以下の金額を弊社にて頂いております。

　　■　マンスリー　　　　　　　　 　（1ヶ月以上1年未満）　３０％　　（1年以上）　２５％

　　　※ピークシーズンは１日につき3,000円、トップシーズンは1日につき6,000円利用料金上乗せになります。

 　　　　ピークシーズン（4/26～5/6頃、7/20～8/20頃、12/24～1/5頃）、トップシーズン（8/10～8/17頃）

　　運用手数料に含まれるもの

　　　・集客業務、顧客対応、トラブル対応、チェックイン対応

　　　・顧客チェックアウト時の清掃業務

　　　・消耗品の補充・シーツ、タオル等の準備

　　当月運用分については、翌月10日までに精算書をメールで送らせて頂きますので、内容をご確認ください。
　　問題がなければ、使用料を確定させて頂き、当月分を翌月末までに指定口座へお振込み致します。

お支払について

運用手数料について

精算方法について
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サービス内容について

■お部屋の運用状況、および運用額のご連絡
以下2点については、毎月10日頃にご報告を入れさせて頂きます。

・1ヶ月間のお部屋の運用状況、および収益額の明細（精算書）

・翌月のご予約状況

■お部屋の状況に合わせたご報告、ご提案
毎月10日頃に精算書と併せて、お部屋の状態についてご報告を入れさせて頂き

ます。また、お部屋の備品の状況に応じてクリーニングサービス、リフォーム工事

などのご提案もさせて頂きますので、ご希望に応じてお申し付けください。

■お部屋のバリューアップに向けてのアドバイス、ご提案
さらにお部屋の価値を上げて運用率を高めていきたい。

そのようなご要望には、随時ご相談に乗らせて頂き、必要に応じてお部屋の

コーディネートやリフォームに関するご提案をさせて頂きます。
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運用開始までのお手続き

※貴重品等の問題がなければ、ご郵送いただい
た
 　鍵にて、弊社で対応することもできます。

1. 私物を選別して頂き、保管を行います。
   ※立会が基本となりますが、貴重費等の
   問題が無い場合は、弊社での対応も
   いたします。

2. 室内の清掃、各種クリーニング
   （寝具、エアコン、鍵穴）をお願いします。
   弊社での清掃サービス、または代行で
   業者の手配、立会も承っております。

２. 分譲時のパンフレットがありましたら、
    コピーをいただきます。

※駐車場の有無、費用負担、管理規則について
   注意事項がありましたらお知らせください。

3. 基本賃料、運営手数料、その他経費に
   ついてお見積書を作成します。

1. 内覧の為、現地立会が必要となります。
1. 運用に必要な家具・備品の整備について
   最終的な調整確認を行います。

２. 条件面をご確認いただき、運営内容を
    決定いたします。

※本契約は、賃料を保証するものではなく、
   賃料は、毎月の運営実績により変動します。

※契約期間につきましては、基本期間を1年とし
  1年毎の更新とさせて頂きます。

1. サポートサービス

※運営に関わる内容に限らず、現地での必要な
   サポートの有料オプションがございます。
   お気軽にご相談ください。

2. 不動産売買コンサルティング

3. 不動産有効利用コンサルティング

※私物の保管は、ｸﾛｰｾﾞｯﾄに施錠し、保管して
   頂きますが、貴重品の保管はご容赦頂いて
   おります。

3. 個別のホームページの作成、室内の清掃、
   整備に運営開始まで、通常2～3週間の
   ご猶予を頂いております。

1. 6月に翌年1～6月、12月に翌年7～12月の
   ご利用予定の有無をご確認させて頂きます。

1. 毎月、月末で運営実績を集計し、翌月
   10日頃、精算書をお送りいたします。

２. ご自身でのご利用となる場合は、お早目に
    弊社までご連絡下さい。

※弊社の運営する他の施設への代替宿泊に
   つきましては、オーナー様割引がございます。

２. 精算書をご確認いただき、問題がなければ
　  使用料を確定させていただき、当月分を
    翌月末までに指定口座へお振込み致しま
    す。

調査・お見積り 業務委託契約 運営準備

運営開始 運営報告 各種サービス
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最後までお目通し頂き有難うございます。

ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なく

お問い合わせ下さいませ。

また、ロングステイ石垣島ホームページも

ご参照頂ければ幸いです。

ご検討の程、宜しくお願い致します。
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物件所在地

ロングステイ石垣島

０１２０－９６０－４６４

http://www.longstay-ishigaki.com

壱番館　　〒907-0013　沖縄県石垣市浜崎町3丁目3-12
弐番館　　〒907-0013　沖縄県石垣市浜崎町3丁目3-20
参番館　　〒907-0014　沖縄県石垣市新栄町75‐2
迎賓館　　〒907-0024　沖縄県石垣市字新川1585-35

名称

TEL

URL

設立

許認事項

事業内容

FAX ０９９－２０３－０１５６

E-mail info@wishinc.com

資本金 ２０，０００，０００円

平成15年8月

URL http://wishinc.com

鹿児島県知事（４）第５３６８号

・不動産の売買・仲介業務
・賃貸物件の仲介・管理業務
・不動産のコンサルティング業務
・建物のリフォーム業務

会社概要

商号

代表取締役

所在地

TEL

株式会社ウィッシュ

八反田　忠弘

【本　 社】　〒890-0052　鹿児島市上之園町20-23 WISHビル

０９９－２０３－０１５５
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