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土地・マンション
戸建・収益事業

リビング熊本
リビング熊本2019.12/14

最大4社

不動産　　一括査定!
熊本で売買実績豊富な不動産会社へ！

他の不動産会社に売却依頼して
いるが、なかなか売却に至らない

相続で引き継いだ
不動産を売却したい！

家族が増えたからもっと
広い家に住み替えたい！

12月の

無料

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）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110
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

売却予定時期 A.できるだけ早く B.半年程度 C.急ぎではない 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2019.12/14 申し込み締切　2020年1月 7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.

※年末年始は冬期休業のため1月7日以降の対応になります。

（株）東亜不動産
白山通り沿いに新事務所オープン！
不動産全般の相談OKです
　不動産の書類手続きから税金の相
談まで“お客様目線”のきめ細かいア
ドバイスが好評！　部屋に家具や照
明を設置するホームステージングな
ど売却までのサポートが一味違いま
す。もちろん、土地売却や賃貸、収
益物件にも対応。新社屋ではリラッ
クスした雰囲気で相談できますよ。

店舗情報▶中央区岡田町1-23　☎ 096-273-6081
http://www.toa-estate.co.jp　宅建業／熊本県知事免許（2）第5017号

7

カフェのような落ち着いた
空間でじっくり相談できます

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！」

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！

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。女性目線
で細やかなアドバイスを行います
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（株）CRANE（クレイン）

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
　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

「元気なスタッフが全力で
対応いたします！」
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（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
　土地の買取を専門に行う同社。
200坪～１万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Ｏ
Ｋ。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（4）第4366号
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不動産相続や空き地対策な
ど、気軽にご相談ください！

10（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
　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

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

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！
　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8

「安心して任せられる」という
お客さんの言葉が励みです

（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
　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（3）第4687号

複雑な相続物件の相談にも
無料で対応できます！
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合志市で創業28年。地元の会社
だからできる地域密着の提案力！
　地域に根差した実績と信頼で合
志市を中心に菊陽町、北区などに
管理物件や売買実績がある同社。
物件の大小にかかわらず、土地や
戸建、アパートなど収益物件の仲介
や相続物件の活用方法の提案をして
くれます。買取も含めさまざまな
選択肢が広がりますよ。

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5

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

（株）アパートナー 熊本支店3
創業46周年、売買から賃貸管理・買取
まで土地や戸建ての実績も豊富です
　全国ネットの豊富な情報量と、
地域密着のきめ細かな対応で、県
内の土地や新築・中古一戸建て、
収益物件を数多く手掛けています。
売買～賃貸管理まで各専門スタッ
フが様々な角度から的確にアドバイ
ス。売買と賃貸の同時査定も可能
で、買取も積極的に行っています。

店舗情報▶米屋町店／中央区米屋町3-27-1　☎ 096-327-0511　
http://www.apartner.co.jp　宅建業／国土交通大臣（5）第5830号

熊本市に5店舗（米屋町、並木坂、
熊本中央、水前寺、八王寺）あります

「一人ひとりのお客様と真摯に
向き合って対応します」
　住宅用地を中心に事業用地、農
地など、適正な金額をしっかり査
定し、売却まで責任を持ってマネ
ジメントしてくれると評判の同社。
特に出水、江津、水前寺エリアの実
績が多く、離婚・ 相続・ 資産整理な
どの相談も受け付けています。査定
無料。急ぎの方もお気軽に。

店舗情報▶中央区出水1-2-11　☎ 096-273-7100
https://www.miike-mito.com/　宅建業／熊本県知事免許（2）第4951号

三池不動産（株）1

親子で全力サポート
いたします。安心して相談を

センチュリー21 朝山不動産（株）
「売却か賃貸か」徹底比較！　物件

価値を見極める「ダブル査定」も好評
　世界有数の不動産ネットワーク

「センチュリー 21」加盟店の同社。
地域に密着した視点で、売却の相
談から引渡しまで、スピーディーに
叶えます。「古いから」「間取りが
悪いから」などの悩みもおまかせ！
売却・賃貸の両面から、最良の方
法をご提案。気軽に相談を。　

店舗情報▶東区小峯3-2-53　10120-27-0021　http://ｗｗｗ.c21a.jp
宅建業／熊本県知事免許（2）第4852号

お客様を一番に考えた最高の
お手伝いを心掛けています
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