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自由に活躍できるステージがあります！

ＡＣＲＥ株式会社

店舗仲介エージェントのご案内
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はじめに

社員ではなく、個人事業主として

“生涯現役”を目指す貴方を応援します

幅広い年代の方が活躍しており

高収入を得る方も数多くいます

自由で高収入を目指したい方は

チャレンジしてみませんか？

✓ 定年なし、ノルマなし

✓ 頑張り次第で高収入

✓ 開業資金一切不要

✓ 未経験者OK
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店舗仲介エージェントとは
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「店舗を貸したい・売りたい方」と

「店舗を借りたい・買いたい方」をマッチングする仕事です。

お客様は、大型商業施設・アパレル・クリニック・飲食など

様々ですが、住宅の仲介と比べて関連する業務は多く、

コンサルティング・内装工事・居抜売買など

収益の源泉となる取引も数多く発生します。

また、店舗自体の売買や賃貸管理の依頼に加え、

関連事業として、オフィスや倉庫の斡旋依頼を受け、

取引することも多くあります。



会社案内

約1,600件

年間斡旋件数

約4,000社超

テナント取引先 エージェント

約300名

町田支社 川崎支社

浅草支社

大阪天六支社

本社営業部 赤羽支社 池袋支社

千葉支社さいたま支社

大手町支社 日本橋支社 吉祥寺支社

渋谷支社 青山表参道支社

新宿支社 新宿新都心支社

熱田神宮前支社名古屋支社

神戸支社 広島支社 福岡支社

大阪支社 心斎橋支社

天王寺支社 仙台支社

社 名 ＡＣＲＥ株式会社

本 社
横浜本社：神奈川県横浜市西区北幸2-9-10  HSビル8F
東京本社：東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル1F

支 社 数 全25拠点

事業内容 不動産の売買仲介・賃貸仲介・管理・サブリース・保証

※自社調べ
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選べる４つのエージェントスタイル

※全て税込みです

シニアA シニアB シニアC ミドル

売買歩合 76%

賃貸歩合 60% 57% 50% 55%

特徴 最高率 兼業可
業務委託

年100万円
出社週1日以上

活動日 週5日 週1日以上

兼業 不可 兼業可 不可 兼業可

朝礼・全体
会議の参加

必要

※ シニアCの歩合報酬支払は、年100万円を超過する額を対象とします。 ※ 報酬は成約ごとにお支払いします。成績優秀者には報奨制度等もあります。
※ 加盟金、研修費など開業資金は一切かかりません。 ※ 詳細は契約書に定めるところによります。

ご希望を伺い、適切なスタイルを提案します
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詳細は説明会・面接にてお伝えします

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館19階

（各線「東京駅」日本橋口徒歩1分、「大手町駅」B9b出口より徒歩1分）

https://onl.sc/kBv7vpR

説明会はリアル・オンライン双方に対応

現地会場 お申込み
右記QRコードを読込み、

申込フォームより

送信ください。
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サポート体制

業務開始に必要なものは当社がご提供します

※ご負担いただくもの：個人の交通費、個人の通信費、個人で広告を行った場合は広告費

職場環境 パソコン
オフィス
備品

研修費用

名刺
チラシ
ツール等

情報共有

※画像はイメージです

物件掲載
WEB
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充実の研修

営業基礎
ラウンド
研修

全社朝礼 懇親会エージェント

全社会議
宅建講習

専門分野
研修

経験に応じた研修・セミナー・成功事例共有など、スキルアップにご活用ください

ビジネス
基礎

※画像はイメージです

店舗開発
相続・税務等
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エージェント活躍事例

シングルマザーだったため、託児所付きの病院で介護士として長年勤務して

いましたが夜勤も多く、子供が大きくなるにつれて一緒にいる時間を

増やしたいと思ったのが転職のきっかけです。

以前、不動産会社で受付のアルバイトをしたことがあったので、不動産関連の

仕事から時間の融通が利く職場を探す中で出会ったのがＡＣＲＥでした。

子供とのふれあいを大切にしたい。

夜勤のある介護士からＡＣＲＥへ

青山表参道支社 小田桐 幸恵さん

実は今までの成約のほとんどが紹介なんです。飲食業者さんに賃貸物件を

紹介したら、今度は物件オーナーさんから「テナントを探してほしい」と

依頼をいただいたり。人と人とのつながりからお仕事が広がって、

自分の世界もどんどん大きくなっていくので毎日が楽しいです。

紹介で広がるネットワーク。

つながりを大切に多くのお店のお役に。
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エージェント活躍事例

ゼロからのスタートでしたが、半年くらいで自分の営業スタイルが見えて

きます。私は家主さんとのつながりを大切にして、物件を探しながら

テナントを見つけるスタイルが基本です。

テナント付けの際は、10店舗ほどのチェーン展開前のお客様にアプローチ

することが多いんです。出店の決断が早く、勢いがあるからでしょうか。

自分が仲介したお店が繁盛して、会社も大きくなっていくのを見ていると、

一緒に成長しているようで感慨深いものがありますね。

ゼロからのスタートでも、

半年位で自分の営業スタイルが見えました

新宿新都心支社 池田 悟さん

渋谷・新宿エリアを拠点に稼働９年目ですが、あと４年以内には実現したい。

その可能性を感じるので、かなりリアルな目標になっています。

今後の夢は年収１億円！
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年収例

• 元コンサル業 50代男性／在籍６年 年収 2,800万円

• 元保険業界 50代男性／在籍８年 年収 2,100万円

• 元自営業 60代男性／在籍４年 年収 1,500万円

• 元金融業界 60代女性／在籍７年 年収 950万円

• 元飲食業 50代女性／在籍９年 年収 800万円

※上記は、あくまでも目安として提示しているものであり、個人事業主の取り組みや掛けるコストによって大幅に変わる場合があります。
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仕事内容 事業用不動産の仲介業務・業務委託

勤 務 地 全国の支社 本社・支社（全25拠点）

報 酬
売買仲介：76％相当

完全歩合制 賃貸仲介：シニア 50～60％相当
ミドル 55％相当

待 遇 資格手当有（例：宅建士資格手当など※）

休日休暇 土日祝、夏季・冬季（自己裁量の為相談可）

活動時間
自己裁量の為、相談可
シニア：平日9:30～17:00
ミドル：週1日以上

備 考
シニア：原則、兼業不可
ミドル：兼業可（当社基準あり）

11

業務委託契約 募集要項

※全て税込みです。
※宅建士資格手当は、専任宅建士登録者のみ。規程あり
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経験のない業界に挑戦するのは気が引ける… 

本当に稼げるのか不安… 

そんな方もまずは面接にお越しください。

新人の約７割は未経験者です。

街に灯りを灯す「店舗」の不動産仲介という仕事で、

貴方も未来を灯してみませんか。

ＡＣＲＥ株式会社 本社

TEL：0800-812-8868（フリーダイヤル）

MAIL： saiyo@tempoup.jp［採用担当：杉崎］

横浜市西区北幸2-9-10  H S ビル 8F

問い合わせ先


