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あなたの人生はあなたしか
生きることができない

「家族とどう向き合う」
「この瞬間どう過ごす」
「来年はどうなっている」

これらはすべて本来
あなたが決めるべきものです

FREE-AND

個人の時代において
あなたがFREEとして
あなた自身が仕事をする意義を
みつけたならば

喜んで私たちも応援しよう

その先のあなたの人生も



「開業」でも「エージェント」でも結局は全部「独立」じゃん！

Wikiにはこう書いている

「従属的立場にあったものがその支配から離れ、1つの主体として成立すること」

独立・フリーランスという言葉の魔力に魅了される人は、

心のどこかでそんな思いがつかず離れずチラついている人だ

これまでに何千人のそういう人たちと関わってきた

金銭的にうまくいかなかった人は多くいる

しかし、やらなければよかったと心から思っている人はほぼ皆無

そりゃそうだろ、一度きりの人生に自分の足で踏みだしたことに後悔するやつ

なんて本当はいないんだ！

※人によって効果が違います 笑



・家主業を目指す方（素人家主より安く物件を仕入れる事ができます）
・目利き力を養いたい方
・資金力をつけたい方
・3〜5年で独立を目指したい方
・独立のために真面目に学び、仕事に取り組める方
・業界問わず、トップ営業マンとして活躍している方
・不動産営業(仲介・賃貸・売買・投資)の経験がある方歓迎
・宅地建物取引士の資格をお持ちの方歓迎
・「夢」や「目標」を最短で叶えたい方
・同世代の誰よりも稼ぎたい方
・縛られることなく、自分の実力を試したい方
・給与や待遇に満足しておらず、もっと上を目指したい方
・自ら考え、行動できる方
・プライベート、家族との時間も大切にしたい方
・英語や中国語などのスキルを活かしたい方

一つでも心当たりのある方は要注意！！



RE/MAX NOWは
あなただけの独立を

を応援します



＜サポートを受けながらフリーランスのノウハウをしっかりと学べます＞

アメリカの不動産業界では、エージェントがブローカーオフィスに所属し
て、自ら取引します。
RE/MAX NOWでは、世界広く導入されているモデルを日本になじむかたち
で提供しています。
会社に縛られ、上から使われる存在から、自分の意思でお金を稼ぎ、自分
のために時間を使えるように、経験豊富な先輩エージェントが独立への道
を示します。

また、得意分野を活かし、お客様の問題解決の方法や、
お客様からいただく価格設定含めすべてエージェントの自由です。

常に世界中にいる13万人以上のエージェントと繋がれ、
意見交換や相談なども行うことができます。
もちろん、専属のオフィススタッフもしっかりサポートしていきます。

3〜5年もたてばベテランエージェント。
その経験と顧客と財産を元に宅建業開業も安心して望めます。
そんな目標達成に向け、最短で歩める環境です。
真面目に頑張れる方であれば、必ず夢を叶えることができます。

不動産経験者のあなたへ



フリーランス・会社経営者のあなたへ

＜フリーランス・保険営業・リフォーム、不動産管理などの経験がある方
に朗報です！＞

・完全歩合制(歩合率最大90％！高収入を目指せます)

・勤務時間や休日数など全て自由！大型連休も好きな時に取得可能
・ノルマもなく、出社も不要！
・世界中にいる約13万人超と情報をシェアできる
・世界No,1のネットワークをビジネスに活かせる

基本的に売上げの立て方は自由！
マニュアルに沿った営業や収入に上限がある働き方から抜け出せます。
一からノウハウを教えますので徐々に自分なりの稼ぎ方を見つけてくださ
いね！

未経験からのスタートの方も多数。仕事と並行して資格取得に向けた勉強
を行い、宅地建物取引士の資格を取得し、収入も経験もアップ！
有効に時間を使い、プライベートを充実させることも可能です。

すでにノウハウをお持ちの方は世界中のネットワークを利用して、
自分のビジネスの幅を更に広げていきましょう！



不動産未経験者のあなたへ

＜ノウハウが無いあなたの不動産エージェントとしての独立をサポート！＞

あなたにはRE/MAX NOWのエージェントして活躍いただきます。
完全歩合制であり、休日休暇も働き方も自由。

会社に縛られ上から使われる存在ではなく、
自分の意思でお金を稼ぎ自分のために時間を使える。
そんなフリーランスの道を選ぶあなたを応援します！

アメリカの不動産業界では、エージェントが
ブローカーオフィスに所属して、自ら取引します。
RE/MAX NOWでは、世界広く導入されているモデルを
日本になじむかたちで提供しています。

近い将来の独立を目指し、不動産業未経験の方は基礎から。

不動産業界の知識や経験は不要です。
「英語・中国語などの外国が得意」「宅建資格を持て余している」など
得意分野を活かして、フリーランスデビューが可能です！



＜RE/MAXについて＞
1973年に誕生した、アメリカに本拠地を置く、
不動産フランチャイズブランドです。
「誰もが幸せに」をミッションに、
エージェント制度を業界に導入。
現在、世界約110ヵ国に約9,000のFC加盟店があり、
13万人以上のエージェントネットワークを有しています。

＜RE/MAX NOWについて＞
これは私たちが加盟する屋号になります。
RE/MAXを日本で展開する『RE/MAX JAPAN』では、
日本の不動産業界にもエージェント制度を普及させ、
お客様に透明・公平なサービス提供をすることで、
みんなが幸せになる不動産マーケットを創ることを目指しています。
私たちもその理念・想いに共感し、
一緒にその文化を創りたいと考えています。



報酬

ルールは単純

あなた担当した不動産仲介取引
の手数料の内※

30〜90％
があなたの報酬です。
※正確には粗利に対してになります

あなたが希望する

5つの活躍クラスに応じて

報酬の分配率がかわります

※保有資格でチャレンジ不可能なクラス有り

RE/MAX NOW

で活躍するフリーランスが

RE/MAXのコンベンションにて
表彰されるなどの快挙も
徹底的に応援

オフィス内での成績も表彰制度あり

※すべてRE/MAX NOWのオリジナルの報酬体系になります

チーム組成
伍⻑システム

自らがチームリーダーとなり

メンバーの活躍に応じて

ボーナスをGET！（最大+10％）



費用

①開業時の費用

入会金 11,000円
※新規入会の方のみ無料キャンペーン実施中

②年会費
エージェントフィー 72,765円
テクノロジーフィー 13,200円
※RE/MAX本部へ必要です
※RE/MAXでは、フリーランスをエージェントと呼びます

③ランニング費用
マネジメントフィー（月額）
11,000 〜 110,000円

※不動産の取引をするにあたり、マネジメントフィーが必須
になります
※クラスに応じてマネジメントフィーが違います
※3ヶ月毎の前払いが原則になります
※半年一括払い、年払いにてディスカウントあります

④オフィス使用料

13,200円（月額）

会員制多目的スペース green place

+

会員制ワークスペース GPWS

を使い放題！

⑤活動経費

原則エージェント負担

共同開発 Welcome



活躍

非宅建士 専業希望の方

自身の興味のある不動産取引に併せて
独自のブルーオーシャンを選定

スタッフや他エージェントをはじめ
取引を重ね実力をつけていく

宅建士に合格し、クラスアップ目指せ

実力も面倒見も万全のあなた

チーム組成 伍⻑システム

を利用し
自らがチームリーダーとなり
メンバーの活躍に応じて
ボーナスをGET！（最大+10％）

RE/MAX NOW最強の布陣

宅建士 専業希望の方

得意な不動産取引に併せて
独自のブルーオーシャンを伸ばす

スタッフや他エージェントをはじめ
取引を重ね業界でのポジションを
確立

クラスアップや独立も視野に

副業希望の方
建築・デザイン・保険・賃貸管理
等相性のいい本業と掛け持ちで

協力業者や取引先や交友関係の拡大
とりあえずやってみようから
始めませんか

収入と経験のプラスアルファに



それだけじゃない！NOWの魅力

テナント仲介・収益ビルの取引にチャレンジしたい方には朗報
会社にある一般案件やり放題できます。グループウェアで随時案件を得ることができます。

テナント仲介は賃貸でも1取引の単価が高いです。1取引で手数料50〜100万くらいはザラです。

収益物件は根本的に売買価格が高いので、1取引で手数料100〜⻘天井可能です。

取引先が企業や商売人・経営者の為、継続的取引ができます。取引先のビジネスについて
学ぶこともできます。人脈もいくらでもでき、紹介も多いので事業が安定しやいです。

取引を通じて、実力がつき、自身も家主業への道が開けます。家主の人脈も生の賃貸経営
も学ぶことができます。

その他、住宅のプロ・建築デザインのプロもゲストにいますのでテナントに限らず
住宅・リノベーションあらゆる不動産取引について学ぶことができます。

【要点】

仕事を通じて、経営自体を学ぶことができ、あなたの自立・独立に役立ちます。



オフィス写真

■オフィスの特徴

■オフィスの強み

■エージェントご検討者様へのメッセージ

〒650-0012
神⼾市中央区北⻑狭通3丁目12-3

リーストラクチャートアウエストビル401

オフィスオーナー 丹 信貴

最寄り駅 各線元町駅 徒歩4分

オフィスロゴ

神⼾の中心地、元町駅から徒歩4分、三宮駅からも徒歩7分の恵まれ
た立地で、エージェントにもユーザーにも利用しやすい。
また、グリーンを基調としたカフェ風のレセプションスペースを併
設したオフィスはすべての方に心地よさを提供している。オフィス
も20坪以上あり、その気になれば20人は活動できます。
I2Mの福井さんに言わせれば、USENが流れ、現存するリマックス
オフィスで一番オシャレだそうです（笑）
現在リマックスNOWについては、開店準備中の為、ハード面だけの
ご説明になりました。百聞は一見にしかず。一度ご見学あれ。

人生の豊かさや幸せとは、他人の願う人生を
生きることではなく、自分自身で自分の人生
を生きる事にあると考えます。エージェント
という生き方を通じてあなた自身が望む生き
方への第一歩をアシストします。で、それは
いつ踏み出すの？

オフィスオーナー自体が不動産業界歴20年以上、会社経営歴約20年です。立地柄、
企業や経営者・不動産オーナーを相手に不動産関連ビジネスをしたい方には非常
に良いオフィスであります。周辺には人気の住宅地も多く、あらゆる不動産の取
扱いのご協力できます。賃貸業・サブリース管理・シェアハウス等企画型不動産
もやっています。

中小零細企業向け「不動産」のエキスパート

「安心」「安全」「有益」をお約束する

「あなたの人生は幸せですか？」

“ NOW
Do it now! “

その答えは

※実際は、ゆっくり計画しながら
進めていきましょうね。

神⼾
NOW ONLY PLACE



20200612

�エージェント事業�

内容 ブローカーオフィスの運営
屋号 RE/MAX NOW

不動産フランチャイズシステムの利用

業務内容

①登録エージェントに対する活動場所の提供
②登録エージェントに対する営業のサポート
③登録エージェントに対する不動産取引のサポート
④RE/MAXエージェントを有効に利用するためのサポート
⑤RE/MAXエージェントの募集活動

★登録エージェントの活動★

■不動産仲介取引のすべて
すべてRE/ MAX NOWの登録エージェントのみで行う。直営無し。
■不動産外手数料取引のすべて
すべてTCA（タンコンサルティングエージェント）のみで行う。直営無し。

タン・コンサルティング株式会社
不動産関連コンサルティング企業

3つの事業

�不動産販売事業�

内容 不動産 買取・再販・開発分譲

業務内容

�リース事業�

内容 不動産賃貸

業務内容

①一般不動産賃貸（収益目的）
・マンション
・ビル
・⼾建
等

②企画型不動産賃貸の運営
・シェアハウス THE BEST VILLAGE鈴蘭台
・シェアオフィス green place ・GPWS

・リース店舗

③サブリース管理
・元町プラザビル115

・北鈴蘭台DIYハウス



会員制多目的スペース
会員制ワークプレイス

神戸元町駅より徒歩4分

24H 365DAYS
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メンバー専用ロッカー

倉庫 GPWSメンバーサイト
+

エージェントサイト

オフィスオーナーサイト

GP (green place)  member site

GPWS (green place work space)  member site
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Green placeメンバーサイト
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ザ・ヴェランダ（ベランダ）

EV
WCSink



神戸元町駅より徒歩4分
三宮駅より徒歩7分

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通3-12-3 リーストラクチャートアウエストビル401

https://greenplace.amebaownd.com/

運営会社 タン・コンサルティング株式会社 お問い合わせは 078-335-5401

ビル外観

https://greenplace.amebaownd.com/
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