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会 社 案 内

〔会社概要】

商  号◆株式会社ウェーブ八ウス

会社設立◆ 1993年 10月 20日

資 本 金◆ 10,000,000円

従業員数◆正社員 14人

代 表 者◆代表取締役 市サ|1 周治

本  社◆岡山市辰巳n-108

業務内容◆宅地建物取引業

岡山県知事 (4)4022号
岡山市特定優良賃貸住宅指定法人

岡山市指令住建第17号

岡山県宅地建物取引業協会会員

◆不動産賃貸業

◆不動産管理業ならびにこれに付帯する一切の業務

◆損害保険代理店業 (東京海上日動火災保険 チユーリッヒインシュアランスカンパニー)

◆生命保険代理店 (東京海上日動あんしん生命保険会社)

関連会社◆有限会社 ネットデータ (不動産業に特化した ITシステムソリューション)

◆相続相談ステーシヨン株式会社

不動産売買営業部 (イ エステーシヨン岡山中央店)

代 表 取 締 役

管 理 部 (損 害 保 険 代 理 店 )

有 限 会 社 ネ ッ ト デ ー タ



Best Housing Supply

WAVE HOUSEc。口,Itd

0あいさつ

不動産マーケット情報をこ愛読いただき誠にありが

とうこざいます。

不動産マーケット情報の第二号を発刊するに至つて

不動産マーケットの今の市況や今後どのように活用

していけば不動産価値を高めていくことができるの

か、そして、相続についても、有益な情報を不動産

オーナー様向けに発信していきたいと考えておりま

す。

岡山の不動産市況

昨今、世界中がサブプライム問題で揺れていて、日経平均株価も13,000円 を一時割り込むなど、さ

まざまな経済の悪影響が懸念されていますが、岡山の不動産事情に関して言えば、あまり影響がないよ

うに思います。

東京 大阪 名古屋の3大都市圏、札幌、福岡などの中核都市など|よ ここ2年ほどで商業地に限つてで

すが1.5倍から2倍程度まで値を上げていましたが、ここに来てその反動からか、下げに転じているよ

うです。高額マンションに関して|よ売れ行きが悪く、価格が高騰したため極端に売れ行きが落ちて、原

価を割つて売り急いでいるデベロッパーもいるようです。

このように急激に値が上がつてしまつた、不動産に関しては、下げがきついのですが、岡山の場合|よ一

部の商業地をのぞいて上げ幅が緩やかだつたために、そんなに不況感|よありません。むしろ、中古のマ

ンシヨンや投資用のアパートなど|よ堅調に取引されているようです。

やはり、不動産も、価格正当性のある価格より高い物件は買いで|よないし、また、正当な価格より安く

なつた場合|よ購入すべきでしよう。

今回の号も、不動産オーナー様にとつてお役立ちの情報満載でお届けします。どうぞこ期待ください。

株式会社ウェーブ八ウス

代表取締役 市川 周治
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WAVE HOUSEc。日
"hi

Designeris Project くデザィナーによるリフォーム物件〉

グローリー大安寺

賃貸の場合、 1部屋に対して 借りる人lEk l人です。 10人も 20人も

要りません。つまり、 1人の方に気に入つてもらえる部屋であればよ

い。そんな発想から他に|よ 無い斬新な部屋造りが始まりました。どこ

か新しく 。どこかレトロな雰囲気をかもしだす部屋。こ案内するとき

のお客様の第一声は Fこんな部屋見たこと無い !]です。

圧倒的な差別化 資産価値を保つ為に|よ不可欠になつてきました。

上下階の壁紙を替える事

でコントラストをつけよ

り洗練されたインテリア

にすることで高級感が生

まれます。

壁紙のテザインと合わせ

た、ロク八ウス風の内装。

ロフトの梯子も、自然に

馴染んています

インフ(ク トのある素材を

使うことで目線を集中さ

せ、目新 ししヽイメージに

なりました。

敬遠されがちなコンパク

トキッチンも、お洒落な

イメージに変わるから不

思議です。

一般常識を打ち破り、こ

こまで個性的にしてしま

うのもアリです。

一見で決める方の多しヽお

部屋でもあります。

ロフ トつきの物件は、相

変わらすの人気ですが

自の壁紙と灰色のカー

ベットでは、どうしても

どんよりと皓い。

お部屋は、玄関を開けた

瞬間のイメージが最も E日

象に残ります。

これで十よしヽかにもチープ

な感じです。

決して古すぎるわけでも

ないフローリンクの洋室

ですが、ありきたりで決

め手に欠けているのも正

直な所です。

¬

ウェーブ八ウスでは、「入居率が悪い」とお困りのオーナー様に、F入居率UP』 F家賃の下|ず止め』=『資産価値の維持』の一端として、

デザイナーズプロジェクトを推奨しております。「空室・入居者なし」ということ|よ 「資産価値|よ 0ではなくマイナス」というこ

とです。世帯数も減り。少子化も進み、賃借人争奪の激化している中で、F現状のままJ『家賃を下げるJでは、皆様の問題|よ解

決いたしません。但し、適切な再投資をすれば、『入居率UP」 『家賃の下げ止め』は可能です。上記、グローリー大安寺も平成

司6年中古売買した時点での入居者|よ 0で した。そこで、全室3種類のパターン (ログ八ウス風・80年代風など)で借りていた

だく年代を20代にターゲットを絞つて、周辺環境ともマッチした斬新な改装をして、2ヶ月あまりで満室となり、今では空室に

なつてもすぐに借り手が見つかる『人気物件Jへと変貌しました。

再投資した資金|よ、入居率が上れば、ほんの数ケ月で回収できるのです。



□冊鰐瑞鵬Ecattd

購入する側から見た魅力的な物件

利回り/1422%
構 造/木造 2階建

築年月/平成 1年

購入する為には、構造 (木造)と築年数 (築後19年)がネックとなり物件担保だけ

では資金調達が難しいアパートでした。よつて、購入できる方 Iよ、自己資金をしつか

りと持つている方か個人の信用で資金調達できる方に限られていました。

しかし、その他の面で非常に魅力的な不動産であつたため、情報公開後24時間以

内で3件の申し込みという人気振りでした。

その鑑力とは、F出口戦略が明確』であつたということです。

出□戦略とは、所有してしれる不動産を売却又は違う目的で利用するときにどのよう

な手段 。方法があるかということです。

今回の場合は、「満室のまま収益物件として転売」「収益物件に建替えて転売」「居

住用として建替えて自分で住む」「建物漬して住宅用地として販売」とたくさんのケー

スが考えられ、しかもどのケースにおいても魅力的 (土地が正方形で奥行きよりも

間□が広いのであらゆる建物が建てやすく、土地を無駄なく有効活用でき、しかも

接道 Iよ南側 6m)というのが短期売却につながりました。

総戸数/10戸
周辺環境/住宅・商業混合地域

入居状況/満室

ファミリータイプ。33戸とポリュームがあり、金額も2億円以上と高額のため、八

イリスク八イリターンの不動産です。築年数 (築後21年)から考えて、外壁塗装や

防水工事が近年 (4～ 5年以内)に Iよ必要になると思われます。よつてそれだけの資

金的余力がなしヽと購入できないマンシヨンです。

但し、不動産としての魅力は多数あり、F南西2面道路』F満室であること』 F人気の

小学校区』『RC造 利回り13%以上の希少物件』の為、短期間で2組の購入希望

がありました。

利回り/司 339%
構 造/鉄筋コンクリート造 7階建

築年月/昭和 62年

総戸数/33戸
周辺環境/住宅地

入居状況/満室

総戸数/12戸
周辺環境/住宅地

入居状況/満室

利回り/司 2430/O

構 造/木造 2階建

築年月/平成 2年

実際の取引した物件と|よ異なります。

以前はこれといつた特徴の無い物件でした。

平成刊6年に所有者が代わりそれを機に、一括借り上げしていた会社が解約して、入

居者0になりました。が、このピンチをチャンスに変えて大成功した一例です。

前頁にありますように、内装で圧倒的な差別化を図りました。Fこんな部屋見たこと

無いJといわれるまでやりました。しかも、それに追い討ちをかけるように、周辺

徒歩圏内に24時間スーパー、レンタルビデオ、本屋、ホームセンター、深夜までやつ

ているカフェが一気にオープンして、一気に若者に人気の地競に変貌しました。

圧倒的な差別化内装と人気地域で高い入居率が続き、入居者 0の物件が、短期間

で売却できる物件に変身を遂Iザたのでした。                   _.

※上記3物件は、2007年度実際に取引された事例です。

ポイント 出回戦略が明確

ポイント ハイリターンの可能性大、場所と地形の良さ

ポイント 内装で圧倒的な差別化による高い八居率

※写真はイメージです。
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相続相談ステーション岡山

〔相続相談ステーシヨンと|よ】

現在、1年間におよそ 120万人近くの方がお亡くなりになられています。

高齢化社会の訪れとともに、今後も年間死亡者数|よ増えていくものと考えられています。

も|よや「相続」|よ他人事で|よなく、しヽつ自分の身に降りかかつてきてもおかしく|よありません。

ところが日常で相続について考えられてしヽる方|よ あまり見受けられず、ある日突然、隣目続」としヽ

う出来事に遭遇し、右往左往してしまう方が多くしヽらつしゃいます。そのような相続について『お困

りの方』のアドバイザーになることを目的として F相続相談ステーシヨン株式会社Jが誕生しました。

【相続相談ステーシヨン岡山のこ案内】

相続に関することなら全てここ一箇所で対応致します !

私たち|よ このことを [ワン・ストップ・サービス』と呼んでいます。

私たち『相続相談ステーシヨンJIよ、一つの窓□で相続に関するすべての問題を解決す

ることを目指しています。税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士・弁護士等の士業

の方との連携、協力のみならず、不動産業・葬儀社・ペット預かり業者 。中古車販売業者

等の方々とも提携をしております。ですからトータルでお客様のこ相談をお受けすること

が出来ます。

〔相続相談ステーシヨン岡山でお取扱している業務】
。相続相談 (相続に関する「お困りこと」に対応、無料相談)

・士業者に紹介 (各手続の専門家を紹介)

・不動産コンサルティング

・民間手続サポートパック

・預金□座の解約、名義変更 (相続人に同行してサポート)

・相続財産の確定

・相続人の確定作業 (戸籍の収集など)

。遺産分割協議の事前調整、遺産分割協議書の作成

・/AkI証書遺言等の作成・証人

引越し業者の紹介、ペットの引き取り、自動車の売却な

孝 '



□柵酷ピ瑞鵬 Ecaμ止
相 相ご立妊

ズテ甲シヨン

創刊号では「相続が発生 した後に、期限を区切られた煩雑な手続に取 り組まなければならな

くなる」 ことをお伝え しま したが、第2号で

'よ

、相続前に何を準備 してお くべきかというこ

とについて、説明いたします。

〔相続前の対策に|よどのようなものがあるのだろうか。中〕
相続前の手続にも、さまざまな分郵の専門家が関わつてきます。

弊社をこ活用いただくことによつて、弊社が専門家と連携して面倒な相続の手続をサポー

トいたします。

相続前の対策として|よ 、相続税対策がもつとも重要です。

<一般的な納税に関するミニ知識>

原貝」として、納税の期限|よ相続の開始があつたことを知つた日の翌日から 10ヶ 月以内となります。

ただし、事前の一定の条件を満たせば延納が出来る場合|よありますが、当然に利息がついてしまいます。

納税の期限までに遺産分割ができなかつた場合|よ 、法定相続分で相続されたものとして課税価額を計算して申告しな

ければなりません。その場合|よ 、①小規模宅地等の特例や②配偶者の税額軽減など|よ活用できず、相続税の全額を「現

金で一括納付」することが原則となります。

もつとも相続税納税後 3年以内に分割が完了すれば、還付請求をして戻すこと|よ可能です。

しかし、10ヶ 月以内に分割ができていなかつた場合、一度|よ特例や控除がない状態での金額を納付しなければならな

いため、納税される方に|よ大きな負担となります。

相続税を払うまでの間にきちんと違産分割協議を整えて、納税の準備に取り推卜かられることをお勧めします。

<納税のための事前対策>
一般に「相続対策」といつた場合に|よ 、相続税対策をイメージされる方が多いかと思います。

しかし、上記のように、相続財産の評価を下|ずることだけに力を入れて安心していても、実際に遺産分割の段階で揉

めてしまうと、折鳥の相続税対策も水の泡となつてしまう場合があります。

弊社相続相談ステーションでは、納税に向けた事前の対策として、以下の 5つの点を留意して、お客様と共に、お客

様の大切な資産、こ家族をサバートいたします。

相続財産の総評価を下|ザる工夫をする !

相続財産のうち現預貯金|よ、そのままの金額で評価されてしまいます。ところが、現預貯金に比べて不動産の評価額は、実際|よ低く評価

することが可能です。

また、現在、土地をお持ちであつても「遊体不動産」がある場合は、賃賞物件化しておくことなどにより、さらに不動産の評価額を下げ

ることもできますから、将来の納税のための資金を確保する材料にもなつてきます。

相続財産自体を減らしておく !

生前贈与の方法を活用すること、または相続財産として非課税になるものの事前晴入により、相続財産自体を減らすことが可能になりま

す (例えば仏壇の購入、お墓の購入などが該当します)。

現預貯金を持つていると、そのままの金額が相続財産として評価されてしまいますが、逆に資産ではなく負債化してきます (負債額分|よ

相続財産から当然に引かれます)。

しかし、例えば賃貸物件を建てて負債を作つたとしても、相続税を納税することができないほど現金が無くなつてしまえば正しし1節税対

策とはblえ ません。

弊社相続相談ステーションでは、相続財産の評価額そのものを減額するための対策を講じながら、提携税理士とともに、お客様のこ要望

を盛り込んで、適切な納税対策まで考えた「相続税 F思いつきり !節税」プラン」をこ提示させていただいています。
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WAVE HOUSEc。日,mi

各種の使える控除の枠を増やす !

相続税に|よ様々な控除があります。

どの方にも当然あるのが基礎控除ですが、それ以外にも①小規模宅地等の特例や②配偶者の税額軽減、③生命保険

金等の一定額の非課税枠などの控除があります。

これらの控除を活用するために|よ 、特に事前の対策が必要となつてきます。しかも、活用の方法次第によつて|よ非

常に大きな節税のメリットを得ることが可能となります。

流動性のある現預貯金を確保しておく !

相続税の納税方法|よ、例金による納付が原則となつています。

相続の事前に、せめて納税相当額分だけの現金を確保しておくことができれば、納税に関して|よ安心することがで

きます。

本人の意思を明確にするための遺言書を作成しておく !

要件を溺たした「遺言書」を作成することによつて、上記4つの事前の対策が非常に効果的な対策として活きてきます。

遺言書の作成|よ、相続についての無用な争いを事前に防ぐ一番の方法になります。

相続 トピツクスー相続税を抑えるための特例活用方法 !

【小規模宅地等の評価減の特例と|よ】

被相続人の事業用宅地や居住用宅地|よ 、被相続人の死亡後、相続人が生活を続けてしヽくための基盤になるものです。

したがって、生活基盤を守るために、被相続人の事業用宅地や居住用宅地について|よ、一定の面積 (200、 240、 400雨 )

を限度として、通常の相続税評価額から一定割合 (800/0また|よ 50°/0)を減額することができる特例が設けられています。

「この適用が受けられるかどうか」|よ 、相続税に大きく影響してきます。

残念ながら、この特例を受けるために|よ 、相続発生前に対策を立てておくことが必要になります。この特例|よ 、実際

に相続が発生してしまつてからで|よ適用できなしヽ場合が多々あるからです。

一方で、この特例を活用することを検討してしヽらつしゃる方|よ 、相続発生前、つまり事前の対策として非常に有効で

すから、ぜひ一度、弊社相続相談ステーシヨンヘこ相談ください。

〔「小規模宅地等の評価減の特例」を活用した事例】

くこ依頼者 T様 >
T様 |よ 、現在 1,000西程度の自宅と空き地をこ所有されています。

現在の土地と建物の総評価額|よ 1億円といわれています。

T様の奥様はすでに亡くなられており、例在|よお一人で生活されてしヽます。息子さんがお二人いらつしゃいます。お

二人ともこ結婚され、独自に生計を立てられてしヽます。

またT様に|よ、他に現金として 5,000万円お持ちでした。

<事前の相続税対策をされなかつた場合>

相続税の試算

1億 5,000万 円―

⇒ 8.000万円

>方法 3

>方法 4

>方法 5

8,000,5F]X
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WAVE HOUSEc。日,hd

相 相談
ステ…ション

<事前の相続税対策をした場合>
※弊社相続相談ステーシヨン|よ、「小規模宅地等の特例」を活用し、相続税 0円を実現いたしました |

「相続税 Fttblつ きり!節税』プラン」のこ提案

こ依頼者 T様 |よ 、だいぶこ高齢になられてこられたので、「相続税をどれだけ抑えることができるか」というこ相談

をいただきました。

さつそくこ依頼者 T様、息子さんお二人とお話し合いの機会を持たせていただき、次の提案をいたしました。

Step l

現在 T様がお住ましヽになられて

いる評価額 1億円の自宅と土地  >
を売却する。

Step 2

お二人の息子さんと Bさんの

奥様に弊社のプランをこ提案、

皆様のこ快諾を得る。

Step 3

息子Bさんがお住まいになられている

こ自宅の近くに200∬程度の土地を新

たに購入していただき、Bさんと同居

を開始(土地の評価額|よ 1億円程度、

2,000万円程度の自宅を建築)する。

相続税の試算

(課税対象総額 6,000万円 )

内訳

1)土地につしヽて

,「小規模宅地等の特例」を活用するとき|よ 、同居の親族が相続発生後も居住するということを条件に、240席まで

について|よ 、通常の評価額の 800/O減が可能です。したがつて、今回の事例で|よ 、200面ですから、敷地すべてを

800/O減 額することができます。1億円―(1億円×800/O)=2,000万 円

2)建物につしヽて

・固定資産税評価額 1,000万円

3)現金について

・預貯金 3,000万円

相続財産 6,000万円

予定相続人 2人

基礎控除額 7,000万円

相続税の試算 (結果)

相続財産の総額が 6,000万円となりましたので、基礎控除額の7,000

万円以下に収まり、結果として相続税納税の必要はありません !

※「小規模宅地等の特例」を活用するときの注意点

1)今回のケースで|よ 、相続税納税の必要|よなくなりましたが、たとえ「小規模宅地等の特例」を活用し納税が不要になつ

たとしても、相続税の申告期限までに必す申告書を提出しなければなりません。

2)「小規模宅地等の特例」を活用するとき|よ 、この特例の適用を受ける宅地等について、遺産分割を終えていること

が条件になります。そのため、お二人の息子さんがトラブルになつてしまい、納税期限を過ぎてしまうとすべてが

水の泡になつてしまいますので、こ依頼者の T様に|よ遺言書を作成していただきました。
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論 日本分譲マンションリース| カヱ式
力 人

この度、株式会社ウェーブ八ウスで|よ分譲マンシヨンの賃貸管理を専門で行う

JMA日本分譲マンションリース協会に加盟いたしました。

分譲マンシヨンを購入したのちに、「転勤J「親と同居J「家族が増えて狭くなつたJ「戸建てに住み替え」

などの理由でマンションに住めなくなつた方おられるので|よないでしようか。

F売却する」のもひとつの方法ですが「転勤先から帰つてくるJ「ローンの残債が多くて売れないJ「 しヽすれ家

族が住む」、しかもせつかく購入したマンシヨンです。「手放したくなしヽJのが本心で|よ ないでしようか。で

きれば、資産として所有し続けたいですよね。

但し、マンションを所有し続ける為に|よ 、「建物維持管理費」「修繕積立金」「固定資産税」など費用がかか

るものです。よつてなるべく費用のかからない方法で維持したいですよね。

そこでお勧めしたいのが F分議マンシヨンの賃賞管理システム J MAJです。賃賞募集するのは当たり

前です。」MAは、より少ない費用でより充実した管理をblた します。管理する上で最も大切なのは賃賞入

居後の、入居者のお世話・管理組合総会への代理出席 。空室時通風管理・賃賞中の売却相談などです。

」MAの管理内容

1.賃貸募集条件の提案 (過去事例を使つて提案)

2.賃貸募集・入居者斡旋

3.引越しスケジュール管理

4.入居者審査

5,重要事項説明と賃貸借契約書作成交付

6.賃貸借契約書への記名捺E日 (代理いたします)

7.管理会社への賃貸報告

8.住宅□―ン借入金融機関への報告

9.入居者損害保険力D入の斡旋

10.入居前室内・設備確認

11.家賃集金

12.延滞督促

13.入居中苦情処理

1.管理会社からの入金確認 (通帳記帳)

設備の補修メンテナンス

消防点検・排水管清掃の立会

更新契約書作成交付

解約時現地立会い・室内確認

鍵の回収

原状回復手配

敷金精算の入居者との交渉

次回賃貸募集・入居斡旋

賃貸中売却の査定

空室時売却の査定

空室時の通風管理

管理組合総会への代理出席

確定申告

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

５

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

以上2点をやつて頂くだけです。

しかも、」MA ψェーブノ(ウス)では、この管理をF月額5,250円』でお受けします。

今まで、賃貸募集をしてくれる会社はありましたが、当社|よその上に管理もいたします。

しか也藤   250円 で行しヽます。もちろん、今まで通

たヽします。こ

所有者の方にやつていただくこと



分譲マンシヨン賃貸実鱚

マンシヨン名 間 取 賃 料

1 ライオンズタワー岡山表町 2LDK ¥175,000

2 ライオンズタワー岡山表町 2LDK ¥150,000

3 ライオンズタワー岡山表町 3LDK ¥200,000

4 アルフアライフ岡山駅南 3LDK ¥135,000

5 コア本阿 3LDK ¥130,000

6 ダイアパレス東島田 3LDK ¥85,000

7 ファミール桑田阿 3LDK ¥85,000

8 サーパスシティ大供 3LDK ¥126,000

9 プログレス鹿田本阿 3LDK ¥135,000

10 サーパス東古松第 2 3LDK ¥125,000

フォレス トビュータワー鹿田阿壱番館 3LDK ¥150,000

12 シティパル野田公園 3LDK ¥80,000

13 サーパス西古松 I 3LDK ¥72,000

14 ライオンズマンション西古松 3LDK ¥90,000

15 アマネセール下中野 3LDK ¥100,000

16 アルフアステイツ今村公園 3LDK ¥130,000

17 アルフアステイツ大元 3LDK ¥120,000

18 シテイオ岡山神田 3LDK ¥92,000

19 ポレスターブロードシティ岡山南 3LDK ¥150,000

20 サーパス芳田庭園 3LDK ¥90,000

□冊肥咄眺Ecattd

r飢恥日本分譲マンションリース協カカ′ヽ

」MA日本分譲マンションリース協会調べ

平成 19年 岡山市内分譲マンシヨンの賃貸事例です。県外からの転勤者の方に人気の為、人気地域で|よ供給不足

となつております。是非この機会に賃貸・転売御検討下さい。

」MA 日本分譲マンシヨンリース協会 力B盟店

株式会社ウェーブ八ウス
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□冊肥瑞眺Ecattd

1大切な財産だからこそ知っておきたい。
不動産を売るにはどうすればイイの?

2と売却不酌睡の調査 3亮買朝件の萱定

売却価格の適正な査定や売り出しタイミ   不動産の早期売却のために、長所と短所   スタッフが不動産の現状を把握し、市場
ングのアドバイスなど、お客様の要望にあ  を正確に把握できるように徹底して調査を  の流通性を分析した上で、価格を査定いた
ったご売却を親身にお世話させて頂きます。  行います。                 します。 (無料価格査定サービス)

6と 案内            5売 却活酌           4爆 介契約の締結   1ヽ″

居住用不動産の特別控除や事業用の買換  1 買主様より売買代金を受け取り、登記を 三ュ 引越し前のトラブルを未然に防ぐため、 |ここ!

脅紹言製得伝吾馨境霧警紀需暮τ弘財整ポ�g専花獣錘しぞ詔霞留慰吾比悪なb裂誓比。目罷憲猿恙尋芳慧翠暫ζ泳     肇。
可

1 置売却の置相談

|

ご売却不動産のセールスポイントを売主   チランやオープンハウスなどを利用し、    お客様との間で締結される売却活動依頼
様に変わって買主様にアピールいたします。  様 な々広告活動を積極的に展開。早期ご売  の契約です。媒介契約の依頼によって活動

rSヨほ尋沐洞手観 亡購入甲込み                  _

|

ご売却不動産の販売促進活動の経過を報   購入希望の方と売却条件を調整し、合意の  抵当権等のローン残債がある場合、金融
告いたします。どの位のお問合せがあつた  もとで売買契約を締結いたします。売買契約 機関と協議の上、事前に抹消が必要な手続
のか、その反応は…など、きめ細かい報告  のが締結されると、契約書に記載された条文  き、また引越しの準備を始めましょう。
をいたします。                に基づいて売主様、買主様双方の権利や義務

あります。



□冊肥瑞鵬Ecattd

①高い査定価格を提示されたら嬉しくなりますが。̈

不動産中古市場に|よ決まつた価格が (定価)がありません。そこで、地域情報に精通した不動

産会社が行う査定価格がひとつの目安になります。査定価格|よ実勢相場や近隣の取引事例、競合

する現在売り出しの中の不動産、その他総合的に判断して早期に売れるであろう価格です。

ただし不動産会社が提示する価格|よ 目安にすぎません。売主様の希望価格も勘案して、最終的

な価格をお決めになるの|よ売主様自身となります。売出価格 |よ不動産会社とよく相談し、分から

ない事や不安な点|よ何度も質問して決定することをお勧めします。

・担当営業マンが査定価格を

算出した根拠をきちんと説明

ウェーブ八ウス|よ …

◎適正な査定を致します !

>当社では過去の取引事例のデータを蓄積しておりま

す。それによつて迅速に根拠に基づいた適正な査定が

出来るのです。

◎売主様のこ希望もくみ取ります !

>当社スタッフが一方的に意見を押し付ける訳ではな

く、売主様のこ意向もしつかりとヒアリングいたします。

②売出し開始!

売主様 |よ購入時に販売会社からもらつた間取図やその他の資料 (パンフレット)を提供する等

の協力が必要になります。その後、不動産会社|よ新間の折込広告やポストヘのチラシ投函、住宅

情報誌やインターネットヘの掲載、店頭での掲示、オープンルームの開催など、いろいろな方法

を駆使して販売活動を行います。これらの状況は媒介契約の種類によつて定期的に報告されます。

転勤が決まつてるので早く売りたしヽ、こ近  x
所に知られすに売却したい、買い替えの為

に同時に物件を探したいなど、個別の事情

に応じた販売方法のこ提案もしております。

≪媒介契約 い ≫
主欽葉琶

点介契ぺ¬

売三
=□

ら
発見した相手

との取:

指定流通機構
への登iR業務

業務処理

報告業務

専属専任媒介契約 × ×
5営業日

けt内

,週 F83に

'国
以上

専任媒介契約 × ○
5営 業日

け(内

2週 Falに

1回以上

一般媒介契約 ○ ○ な し な し

ウ
ェ
ト
ブ
ハ
ウ
ス
の

む昌
邑
な
販
売
メ
ニ
ュ
ー

住宅情婿路 オープンルー

オープンルーム開催テラン   物件が出次第開IL
定期テラン   傷月 1回山賜新聞へ折込されるカラーテラシ.

ポスティングテラシ・  随時当社パートによる手まとテラシ.

24時間いつても娘索OX!!
httP:μ

“

mnLwavehouse coJpr
市内善所及び醤書店に設
置される情報諾に掲蛍。

購入霊お待ちのお唇様へ

随時ご紹介いたしまi
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□冊肥瑞鵬 Ecaμd

ホームページのリニューアル

この度、ウエーブ八ウスの木―ムページがりニューアルいたしました。

今回のホームページの特徴として|よ 、ユーザビリティを考慮し、皆様の多種多様な御希望にお答えできますよう、大幅に変

更いたしました。

これまで以上に使いやすく 。探しやすい 不動産の百貨店のような情報の話まつたものになつているかと思います。

まだ開発途中の部分こざいますが、皆様方からのこ意見をお聞きしてよリー層進化させていきたいと思います。

◆後とも宣しくお願いいたします。

WWW.WaVehOuse.co.jp

WAVE HOUSEcO.,hi □□□日□団

プレミアムメンバー登録のすすめ

ウェーブ八ウスホームページから『プレミアムメンパー』への登録ができます。

居住用 新築マンシヨン・中古マンシヨンから収益用アパート・マンシヨンまでお客様のお好みの不動産

をいち早く、しかも本来、不動産会社間でしか取引されない情報もお伝えさせていただきます。

ミア ン′ へ登録お勧めし



謎 Of20口9696-T9



□

株式会社 ウエープ八ウス
岡山市辰巳2-108
8086-245-9595

E― mail request@wavehouse.coづ p

相続相談 ステーンヨン岡山セングー

岡山市辰巳2-108
8086-805-0667

E― mail okayama@ssキ 1.,p

行政書士 居森経営法務事務所
倉敷市福島271番地 14
8086-427-0645

E―mail xpqxt51 5@ybb.ne.,p

イエステーンヨン岡山中央店:肇濡茶肇儒
岡山市辰巳 2-108
8086-245-9989

E― mail request@wavehouse.co.,p

有限会社 ネツトデータ
岡山市辰巳 2-108
8086-245-9696

E― mail info@netdata.co.,p


