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本気で不動産売却を考えるなら、
比べて選べる納得の
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他の不動産会社に
売却依頼しているが、
なかなか売却できない

今の家を売って
新居購入の
足しにしたい

住宅ローン返済
に不安を感じ
住み替えをしたい不動産　　一括査定!無料

最大4社

2022年1月15日　土曜日　＜16＞

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 10 11
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 2022.1/15 申し込み締切 2022年2月8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
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　思い入れのある、大切な土地・
建物のことを所有者の気持ちになっ
て相談にのってくれる同社。家のリ
フォームから解体、売却までワンス
トップかつスピーディーにサポート
してくれるのも魅力のひとつです。
どうするか迷っている人もまずはお
気軽に相談を。

（有）牛丸不動産
地域に密着して57年。信頼・安心・
丁寧のモットーは今も変わりません！

店舗情報▶中央区水前寺4-47-41　☎096-381-4010
http://ushimaru.jp　宅建業／熊本県知事免許（16）第123号

女性スタッフのきめ細やかな
サービスを心掛けています！

（株）グリット
新進気鋭のチームが全力で解決！
県内全域・スピード売却・高価売却
　「1週間以内で売ってくれた！」「親
身で助かる」と感謝の声が絶えない
同社。中古販売・解体して売地に・
売れてから転居…売主にとってベス
トな方法を提案してくれます。SNS
やウェブを駆使した即売実績もたくさ
ん。専門家との連携も強いので相続
問題・税金の相談も気軽に。買取も可。

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

「grit＝やり抜く力」でどんな
悩みや要望にもお応えします！

（有）碧
あおい

プランニング
社長自ら、年中無休で対応可能！

「小さな物件でも一度ご相談ください」
　不動産業30余年の代表自らスピ
ード対応。土地や建物の売買・賃貸取
引から、弁護士や司法書士、税理士
など独自の士業ネットワークでサポ
ート。「複数の相続人がいる」「境界
があいまい」「空き家の管理をしてほ
しい」「買い取ってほしい」など、あ
らゆる問題に対応してくれますよ。

店舗情報▶中央区神水1-37-18　☎ 096-383-0035
https://aoiplan.com　宅建業／熊本県知事免許（5）第4122号

女性ならではの細やかな視点
でお手伝い、買取もＯＫです

（株）公明不動産
依頼者の笑顔と出合うため、走り続け
て53年。「どんな内容でもお気軽に！」
　熊本市内一円すべておまかせ！　「即
対応・即回答」を心がけるスタッフは、
全員がプロフェッショナル。1964年
創業以来培ってきた士業ネットワーク
で税理士、弁護士などへの相談もサポ
ート。取引後も“安心した暮らし”を叶
えるため、一人ひとりの相談に応じて
きめ細やかに対応してくれますよ。

店舗情報▶中央区白山2-1-7　☎ 096-364-5555　
https://ｗww. komei-f.jp/　宅建業／熊本県知事免許（11）第1682号

取引中はもちろん、アフター
フォローの丁寧さが違います！

合志市で創業30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

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）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3-15-2　☎096-370-3883
http://kumamoto2103.net　宅建業／熊本県知事免許（4）第4366号

不動産相続や空き地対策な
ど、気軽にご相談ください！

（株）グッドバイバイ
戸建・マンションの買取に特化！
その場で買取契約も可能です
　「おうちピャッと売るなら」でおな
じみの同社。どんな不動産でもスピ
ーディーに高額査定。合意に至れば、
即契約・即現金化も可能です。売却
後、隠れた欠陥が見つかっても無料
で対応してくれる安心感もポイント。
県外対応も可能で、九州内の物件に
広く相談にのってくれますよ。

店舗情報▶中央区世安町361-2　☎ 096-322-8181　
https://goodbyebuy.jp/　宅建業／熊本県知事免許（1）第5368号

イメージキャラクター、ばってん
城次さんのCMでおなじみ！

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　https://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

熊本市全域から合志、大津、菊陽、
益城を中心に広いエリアに対応
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９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

（株）LANDOOR（ランドア）

いつ売るのが良いかもアドバイス！
売却時期で比較する「トリプル査定」
　依頼主の売却理由に合わせた取引
のために、売却期間1カ月・3カ月・6
カ月以上、それぞれで査定額を算出。
ハウスメーカーとの繋がりが多いう
え、売出時にもネット告知やチラシ配
布など無料で対応してくれるのでスム
ーズな売却が可能です。経験豊富な
社員全員で全力対応してくれますよ。

店舗情報▶東区健軍3-50-19 菊乃井ビル4階　☎ 096-273-8265　
https://www.landoor.jp/　宅建業／熊本県知事免許（1）第5442号

土日祝や夜間の問合せ
にも対応できますよ！

銀杏開発（株） リノベ不動産

査定が付かない？ 古い家こそ財産。
愛着ある建物を“売る”プロ集団
　「もう土地として売るしかない」「解
体費用分、査定が下がってしまう」
…。そんな建物付きの物件も、創業
35年の経験と技術、デザイン力で“売れ
る物件”へと変身！　築年数不詳の家
をはじめ、マンションよりも難しいと
言われる戸建ての施工事例がたくさん
あり、買取も行っています。

店舗情報▶北区津浦町32-2　☎ 096-351-1870　
https://ginnan-style.info/　宅建業／熊本県知事免許（9）第2776号

「次の人にも大切に住んでほしい」
と想いがある方、ご相談下さい！

ハウスギャラリー（有）
不動産のエキスパートが、過去実績と
ＡＩによる算出額をもとに精密査定！
　ローン返済困難や離婚のための
不動産売却。きめ細やかな対応が求
められるからこそ、数々の専門資格
を持つ同社にお任せを！　過去売却
実績とAI算出をもとに査定根拠を
明示。売却後の生活設計まで、親
身に考えてくれます。家族信託や相
続、任意売却の相談もぜひ。

店舗情報▶中央区大江2-14-13-3　10120-974-679
http://www.house-gallery.jp/　宅建業／熊本県知事免許（13）第980号

30年以上の経験をもとに、
地域密着で対応します！


