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（株）Investment（インベストメント）

「住宅ローンが負担…」という悩み
任意売却のプロが解決策をアドバイス

相続、空き家、売却時期に関す
る相談も気軽にどうぞ！

　住宅ローンアドバイザーやファイ
ナンシャルプランナーのスタッフが
依頼者のライフプランに寄り添った
不動産運用を提案。売却を含め賃
貸やリフォーム、売却後に買主と
賃貸契約を結ぶリースバックなどベ
ストな解決策を考えてくれます。自
社買取も可能、九州全域対応OK。

店舗情報▶東区江津3-7-31　☎096-288-9934　http://ｗww. 
kumamoto-investment.com　宅建業／熊本県知事免許（2）第4687号
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11（株）ホームステージ
将来を見据えた資産管理はお任せ！
「豊かな暮らし・夢実現」がモットー

時には「売らない方がいい」とい
う提案もできる正直さが魅力

　“お客さまの大切な財産のため、
ベストな提案をし続けること”を信
念にする同社。リフォームやマンシ
ョン分譲事業、賃貸事業など幅広
い事業展開だからできる、総合的
な対応が評判です。投資物件、事
業用地も取り扱い可能。「硬くなら
ず気軽に相談ください」とスタッフ。

店舗情報▶中央区水前寺2-16-11　10120-611-441　　http://www.
homestage.co.jp　宅建業／国土交通大臣免許（2）第8126号

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）

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

申し込み締切　11月 25日リビング熊本2018.10/27

※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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

あなたの物件は今いくら？

土地・マンション・一戸建て・収益事業

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。

最大4社が
不動産売却を成功に導くお手伝い企画 リビング熊本2018.10/27 NO.11

リビング熊本

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。

無料一括査定!無料一括査定!
　相続した土地や空き家など、持
て余した不動産はありませんか？ 
同社は弁護士や司法書士など多く
の専門家と連携、相続問題が絡む
場合もあわせて相談できます。「不
動産のお悩み事はさまざま。お客
様に合った提案から実施まで、全
力サポート致します！」とスタッフ。

1
売却・運用…どうしようと思ったら！
不動産に合うベストな方法を提案

依頼主の目線に寄り添って丁寧
に対応。同社買取もぜひ相談を

（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

2
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

（有）碧
あおい

プランニング
この道30年のプロが、「一生の数少
ない大切な機会をお手伝いします」

女性ならではの細やかな視点と
対応でお手伝い。買取も相談を

　さまざまな物件を見てきた不動
産業30年の代表自らによる対応
が評判の同社。土地建物の売買・
賃貸・管理から、司法書士や税理
士など独自の士業ネットワークで
相続物件等もトータルでサポート。
大切な資産を次の世代に引継ぐた
め最良の方法を提案してくれます。

店舗情報▶中央区神水1-37-18　☎096-383-0035
http://aoiplan.com　宅建業／熊本県知事免許（4）第4122号

8 （有）三真土地建物
「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
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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6

　熊本市はもちろん、合志・菊池・
玉名・阿蘇など県北エリアで実績
を重ねてきた同社。多数の住宅会社
と提携しているので、スピーディー
な自社買取や中古物件のリノベな
ど柔軟な提案が可能です。不動産
相続の相談にもプロの視点で対応。
投資物件や福岡エリアも買取OK！

7
県北エリアを中心とした売買に強く、
不動産相続に関する相談にも対応

「小さな疑問やお悩みにも親身
に対応します！」と福田社長

福田コーポレーション

店舗情報▶北区徳王1-1-36 ディアス徳王弐番館101　☎096-312-8230
http://fukuda-corporation.com　宅建業／熊本県知事免許(3)第4569号

10 永江開発（株）
創業37年の実績でベストなプラン・
選択を提案。市内・周辺地域に対応

永江社長自らが直接対応。疑問
にも親身に答えてくれます

　長年の宅地分譲の経験をもとに
業界全体の動きなども考慮した、
適正な査定価格を提示。大小問わ
ず様々な不動産を扱ってきた知識・
経験から、売却についてアドバイ
スしてくれます。市内全域はもちろ
ん、富合・菊陽などの周辺エリアも
対応。相続などの相談も気軽に。

店舗情報▶菊陽郡菊陽町光の森4-3480-1　☎ 096-232-0591　http://
ｗｗｗ.nagaekaihatu.com　宅建業／熊本県知事免許（7）第3066号

4（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

12（株）リュックスグループ
被災マンション建替販売を進行中
被災していてもまずは査定から！

不動産業での厚い信頼は、幅広
い知識と人脈があってこそ！

　不動産売買を本業に趣味が高じ
て組織化した同社は、釣り具販売・
鮮魚店・弁当屋・レストランと事業
を拡大。様々な事業戦略を組み立
てる強みや管理業務主任者の資格
を活かし、被災マンション法適用
の建替販売計画を進行中です。被
災マンション査定も気軽に相談を。

店舗情報▶中央区大江4-1-32　☎096-374-7051
http://rucks.jp　宅建業／熊本県知事免許（3）第4477号

（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
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