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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11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）

A B C D E F G H I KJ
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2019.3/16 申し込み締切　4月12日

※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.

土地・マンション
戸建・収益事業

無料一括査定!
熊本の地域情報に強い不動産会社最大4社が

リビング熊本
リビング熊本2019.3/16

3
月
の

あなたの
物件は
今いくら？

住宅会社53社と提携。昨年11月には
熊本北店（合志市）もオープン！

「土地売却後のお金を増やす運
用法もお伝えします！」

　53社もの住宅会社と提携してい
るから土地の高価買取が可能。田
畑など更地以外でもスピーディーに
対応できます。合志市・菊陽町・大
津町は特に買取強化中。お金のプ
ロ、FPが保険見直しや家計シミュ
レーションなど、ライフプランの相
談にも無料で対応してくれますよ。

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（6）第3807号

CRAS（クラス） 熊本店 （株）みらいコンシェルジュI

（株）熊本不動産ネット
住宅・事業用地の買取専門！　
農地や広い土地の相談も大歓迎です

「不動産相続や空き地対策など、
気軽にご相談ください！」

　土 地の買取を専 門に行う同 社。
100坪～ 5000坪の広い土地や農
地・事業用地を積極的に買取中で
す。「今すぐではないが、２～３年
後には売却したい」といった相談で
もＯＫ。熊本市内はもちろん、合
志・菊陽・大津・益城・御船など、
広いエリアに対応してくれます。

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

B

（株）CRANE（クレイン）E
東区・益城町専門！ 女性スタッフ
のきめ細かなサポートが決め手

「元気なスタッフが全力で対応
いたします！」

　中古住宅の売買、運用、リフォ
ームまで経験豊富で、何よりもスタ
ッフの丁寧な対応が評判。「頼んで
よかった」の声がクチコミで広がり、
お客さんのほとんどが 紹介、とい
うほど。売却後までしっかりサポー
トしてくれます。ほか、住宅ローン
の専門アドバイザーに相談ＯＫ。

店舗情報▶東区新生1-11-6　☎ 096-234-7961　http://www.est-
crane.com　宅建業／熊本県知事免許（1）第5152号

売却完了までしっかりサポート
販売力の高さに自信あり！

池上社長の温かい人柄に惹かれ
て依頼をする人も多いそう

　開業17年、クチコミだけで営業
を続けてきた実績こそ“信頼”の証。
売却期間や依頼者の状況まで考え
丁寧な売却プランを提案してくれま
す。中央区や東区をはじめ、熊本
市内近郊、山鹿・菊池での実績も
多数。事 業 用の土地 建 物も対応。
急ぎの場合は自社買取も可能です。

店舗情報▶東区尾ノ上1-44-22　☎ 096-384-6123
http://youcorporation.jp　宅建業／熊本県知事免許（1）第5216号

ゆう

（有）熊コーポレーションD

（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

G

千里殖産グループ　（株）共生住建F
千里殖産グループとして創業27年。
知識豊富で誠実対応、県内全域OK

丁寧で分かりやすく、最適な売
却プランを提案してくれます

　熊本市内近郊はもちろん、県内
どこでもしっかり物件の価値を見
極めて査定をしてくれる“誠実さ”が
評判。中古住宅の売買、資産運用、
買取、外 内 装のリフォーム、各専
門家とタッグを組んだ相続相談な
ど…、きめ細かなサービスで サポ
ートします。

店舗情報▶中央区呉服町3-31　☎ 096-322-3333　http://www.kyousei-
jyuken.jp　宅建業／熊本県知事免許（5）第3891号

　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。

A
空き地・空き家のお悩み解決！

「即売却希望の方もご相談ください」

「お客様の大切な財産。誠心誠
意対応します！」と草野社長（左）

（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

H
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

C

（株）東亜不動産
“工夫をちょっと、価値をもっと”
ホームステージングで早く高く売却

夕方や夜間の案内でもバッチリ
対応、成約率にも期待できます。

　不動産は第一印象が勝負の決め
手。プロのコーディネーターが家具
やインテリアをモデルルームのよう
に整える「ホームステージング」サー
ビスで、物件の印象を格段にアッ
プさせます。大切にしてきた我が家
や 空いたままのマンションをきれ
いにコーディネートしてくれます。

店舗情報▶中央区新屋敷3-12-22　☎ 096-273-6081
http://www.toa-estate.co.jp　宅建業／熊本県知事免許（1）第5017号

J エイブルネットワーク 熊本地所（株）
「皆さまの大切な資産を、熊本では数少ない不動産鑑定士が

指導・助言し、適確かつスピーディーに査定します！」

「女性が活躍できる不動産会社をモットーにしておりま
す」とスタッフ。女性目線の細やかなアドバイスも魅力！

店舗情報▶東区健軍2-11-56　1 0120-345 -787　http://www.kumamoto-j.biz/　宅建業／熊本県知事免許（7）第3227号

●業歴30年、顧客第一主義
●売却・賃貸、同時査定が“適確”
●売買から賃貸・管理まで精通
●健全経営で、100年企業を目指す

熊本地所は、だから安心　売 却したい、買いたい、相 続 対 策したい、
投資したい、などの希望に、まずは相談から、
親切・丁寧に対応してくれます。さらに、常任
顧問先に弁護士、税理士、司法書士等、支援
体制も万全で安心です。熊本から八代まで 、近
くの“エイブルネットワーク８店舗”でも、相談
を受け付けています。まずは気軽に無料査定
の申込みを！

K


