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応募方法
【応募は封書またはWEBで】
上記不動産各社が無料査定。右のチェックシートに
必要事項を記入して、封書で申し込みを。
リビング熊本ホームページ（http://www.livikuma.com/）
からの応募も可。※チェックシートは
各社に提供されます

※応募者の個人情報は、査定に関する電話連絡、各種情報送
付のため、お選びいただいた不動産各社に提供します。応募多
数の場合、申込日が早い人からの対応になります。　※当応募
によって、何らかの契約・費用請求が発生することはありませ
ん。より正確な査定を必要とする場合には、現地調査診断等の
診断が必要となります。　※応募された個人情報は、協賛各社
の査定のみに使用します。以上同意の上、ご応募ください

上記不動産会社12社の中から、1社～最大で4社までお選びいただけます

番号に〇を
（最大４社）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
査定希望会社

無料査定の応募はリビング熊本まで
※各社への直接依頼は、ご遠慮ください。

〒860-8511（住所不要）
リビング熊本「不動産無料一括査定」係

■封書あて先

WEBからの
応募はこちら→

不動産無料査定の流れ

不動産会社から不動産査定の
資料が届きます

名　前

フリガナ

【不動産無料一括査定 応募シート】

〒 ―

連絡先
A.自  宅　
B.勤務先

TEL

携帯

住　所

ご希望の
連絡方法

所在地

物件種別

売却予定期間 A.1ヵ月以内 B.3ヵ月以内 C.半年以内 D.その他（                              )

物
件
内
容

□E-mail
□FAX

A.土地　　　　B.戸建　　　　C.マンション　　　　Ｄ.収益事業

□電話    　月　　　日　　　時以降 ※当てはまる項目に
チェックしてください

FAX

E-mail

リビング熊本2018.7/28

※エリアによっては査定対象外
となる場合があります

※査定後の売却依頼は複数業者
でも可能です

（ 自宅　or　携帯 ）

右記のシートに記入して、封書
またはWebから応募

1.

お選び頂いた不動産会社
から連絡があります

2.

査定に必要な事項を
不動産会社が伺います

3.

4.

あなたの住まいは今いくら？
土地・マンション・一戸建て・収益事業を

無料一括査定!熊本の地域情報に強い不動産会社最大4
社からの査定で、一度にさまざまな意見を
聞けるチャンスです。ぜひ申し込みを。

今の家を売って
新居購入の
足しにしたい

最大
4社が

不動産売却を成功に導くお手伝い企画

依頼しているが
なかなか売却に

至らない

リビング熊本2018.7/28
NO.5

リビング熊本

（株）ハイコム不動産ショップ2
CMでおなじみのハイコムグループ。
分厚い査定書が正確さの証です

さまざまなデータを示しながら
の親身な対応が選ばれる理由

　自慢の査定書にはグラフや図表
がびっしり！　あらゆるデータやプ
ロの経験から適正価格を算出しま
す。細かな資料を使い依頼者が納
得いくまで丁寧に説明してくれるか
ら「安心できる」の声多数。売却か
買取か賃貸か判断できる“トリプル
査定”も好評。県外や郡部も受付。

店舗情報▶中央区神水1-8-4　☎096-383-2112
http://estate.8156.jp　宅建業／熊本県知事免許（3）第4338号

11
空き家・住み替え…早く売りたい！
「適正価格でスピード売却致します」

「お客様の大切な財産。誠心誠
意対応します！」と草野社長（左）

　住宅は売れ残って値下げになるよ
り短期決着が◎！ 「グリット」では
適正価格の査定がモットー。販売
スケジュールを組み、ウェブ対策
や現地販売会など効果的にアプロ
ーチしてくれます。専門家とのワン
ストップサービスあり、相続問題の
場合も相談を。同社買取も強化中。

（株）グリット

店舗情報▶中央区九品寺5-11-1 豊永ビル201　☎096-362-3380
http://www.grit-re.com　宅建業／熊本県知事免許(1)第5307号

9
県内全域OK！ 全国レベルの実力派
営業マンが献身的にサポート

前職で営業成績全国表彰された
実績をもつスタッフにおまかせ

　全国トップクラスの大手不動産会
社の元メンバーで結成された同社。
地域の傾向×確かなノウハウで、
現状売却やリフォーム後売却など、
それぞれに合ったベストな案を総
合的に判断してくれます。「３カ月
以内に売却できる査定金額を提示
いたします！」と河上社長。

店舗情報▶東区西原1-13-5 冨永ビル2階　☎096-285-7151
http://j-brains.co.jp/　宅建業／熊本県知事免許（2）第4831号

（株）ジェーブレインズ

LIXIL不動産ショップ  住まいの円むすび1
近隣・類似データと比べて適正査定！
「欲しい！」と思える買い手目線の戦略

不動産の価値は日々変動。最新
かつ膨大な情報が重要だそう

　不動産＆金融のアドバイザーとし
て、「売り手も買い手も守る」がモッ
トー。買い手のニーズを熟知したス
タッフが、AIの最新データを根拠
に短期売却のための作戦を立てて
くれます。売却後のトラブルを防ぐ
ために、同社との契約後はインスペ
クション（住宅診断）を無償実施。

店舗情報▶南区江越1-19-10　☎ 096-312-5331　
https://www.fpj-lixil.jp　宅建業／熊本県知事免許（1）第5265号

12
地元、合志市を中心に、菊陽町、
北区等の無料査定に自信あり！

「お急ぎの方は3日で査定しま
す。お気軽にご相談ください」

　創業27年、合志市を中心に菊
陽町、北区等に管理物件を多く持
つ「建山宅建企画」。物件の大小に
関わらず、戸建、土地、アパートなど
の収益物件の仲介や、相続した土
地のさまざまな活用方法の提案・
買取を行っています。地域密着だか
らこそ、できることがあります！

店舗情報▶合志市幾久富1906　☎096-248-7200
http://www.kt-estate.com　宅建業／熊本県知事免許（7）第3345号

（株）建山宅建企画

（有）三真土地建物3
「公認不動産コンサルティングマス
ター」資格者の社長自らが査定！

「夫婦で設立、もうすぐ30周年」
元銀行員の今村社長が信頼査定

　「土地・建物を売りたい。でも相
続関係はどうしたら？」それなら不
動産のプロ中のプロ「公認不動産コ
ンサルティングマスター」におまか
せ！ 相続対策・投資など幅広い専
門知識で、社長自らベストな方法
を提案。大切な土地の「真の価値」
を豊富な経験で査定してくれます。

店舗情報▶南区幸田1-7-8　☎096-379-1001
http://sansintoti.com  宅建業／熊本県知事免許（７）第3165号

6
創立15周年。住宅地はもちろん
広い土地の売買もお任せ！

「相続に関するセミナーや住宅
ローンの相談会も行っています」

　菊陽町を中心にその近郊で、不
動産の売買仲介、宅地の造成販売
等を手掛けている同社。「広い土地
（農業放棄地等）や相続した不動産
の活用などでお困りの方、さまざ
まな活用法を提案させていただき
ます」と、スタッフ。信頼できる同
社へ、気軽に無料査定申し込みを。

店舗情報▶菊池郡菊陽町光の森6-19-5　☎096-233-1237
http://www.daiki-f.jp　宅建業／熊本県知事免許（3）第4385号

（有）大輝不動産

10（株）熊本不動産ネット
住宅用分譲用地（農地も可）を買取！
独自のネットワークで的確に査定

「不動産相続や空き地対策など、
気軽にご相談ください！」

　熊本市内はもちろん、合志・菊
陽・大津・益城・御船～八代まで、
広いエリアに対応してくれます。
100坪～ 5000坪の広い土地も、
スピーディー＆積極的に買取中。農
地も大歓迎です。豊富な経験と確
かな信頼は相談の価値あり。まず
は、気軽に無料査定の申込みを！

店舗情報▶東区下江津5-13-12　☎096-370-3883　http://
kumamoto2103.net　宅建業／熊本県知事免許（3）第4366号

住宅会社45社と提携。土地の高値
買取＆販売スピードに自信あり！

「土地売却後のお金を増やす運
用法もお伝えします！」

　住宅会社45社と提携しているか
ら、高値での買取が可能！ 販売の
スピードも速い！ 合志市・菊陽町・
大津町は、特に買取強化中。田畑
はもちろん、更地以外も丁寧に査
定をしてくれます。不動産売買以外
にも、保険や家計の見直しなど、ラ
イフプランをトータルでサポート。

店舗情報▶中央区世安町361-2　☎096-284-5033
https://cras-life. com　宅建業／熊本県知事免許（5）第3807号

CRAS（クラス） 熊本店 （株）みらいコンシェルジュ7 8
来年、創業110年。熊本市・合志市・
菊池市の不動産は熊本電鉄へ！

「地域の皆さまのために、誠実に
取り組んでいます！」とスタッフ

　長年の経験、豊富な実績で信頼
が厚い同社。物件の大小に関わら
ず、土地・戸建の仲介が得意です。
相続物件は、司法書士と連携して
対応してくれるので解決までスムー
ズ。実家の土地や建物、アパート相
続など、気軽に無料相談ができま
す。まずは無料査定の申し込みを。

店舗情報▶中央区黒髪3-7-29　☎096-343-2055　
http://kumamotodentetsu.co.jp　宅建業／熊本県知事（10）第2038号

熊本電気鉄道（株） 不動産事業部

（株）リアルサービス
LIXILグループ加盟、東エリアの売買
に実績多数。「相続対策専門士」も在籍

LIXILグループの全国ネットワ
ークで不動産取引をサポート！

　中央区、東区、菊陽・合志エリ
アの不動産を中心に扱う同社。地
域の現状を熟知した宅建主任者が
査定してくれます。宅建マイスター
有資格者はもちろん、CFP・相続
対策専門士も在籍し、税制・不動
産投資にも精通。相続についての
相談も受け付けています。

店舗情報▶東区京塚本町3-1　☎096-283-7772　http://ｗww. 
realservice.ne.jp　宅建業／熊本県知事免許（2）第4797号

4 （株）トータルインフォメーション5
売却前の空き家管理にリフォーム、
新居探しの手伝いまでおまかせ

経験豊富な住宅アドバイザーや
工務スタッフがそろっています

　戸建もマンションも、「家の売却」
なら創業以来34年の信頼と実績を
積む同社に相談。不動産の価値を
上げたいなら「リフォーム」、数年後
の売却なら空き家管理の「家守りサ
ービス」など、幅広い選択肢を提案
してくれます。売却後の住み替えの
手伝いもおまかせを。

店舗情報▶中央区新大江3-17-1　☎096-383-8110　
http://ｗｗｗ.total-info.co.jp　宅建業／熊本県知事免許（9）第2462号


