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賃賞募集しませんか

相続相談

プログ紹介

売買営業活動

月～金曜日 ON AIR 夕方 3:55～ 4:52

毎月第 4月曜日 コーナー出演中
岡山の特徴的な不動産をウェーブ八ウスがこ案内します。 岡山のおもしろtl不動産を紹介し

ていきますので乞うこ期待。



ロミ醍 壻殺路Ecaコ皿

【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2-108

業務内容◆ 宅地建物取引業

岡山県知事 (4)4022号
岡出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B動火災保険 チユーリッヒインシュアランスカンll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 ステムソリューシヨン)

◆ 相続相談ステーシヨン株式会社

会 社 案 内

平成12年 1月

平成12年 10月

平成13年 2月

平成13年 2月

平成15年 9月

平成15年

【会社沿革】

平成 5年 10月 20日 会社倉」立 岡山市西古松 +25‐1にて

平成 6年 2月   業務開始

平成 6年 6月   管理業務開始

平成 9年 2月   岡山市特定優良賃賞住宅指定法人に認定される

平成 9年  3月   末―ムページを開設

平成 9年 4月   管理戸数1,000戸を達成

平成 9年 11月   会社を現住所岡山市野田 2‐ 3-8へ移転

平成11年 4月   管理戸数1,500戸を達成

平成11年 11月   埼玉県のアドホツクと提携してペツト同居型マン

平成17年 12月

ションの企画を開始

当社ホームページが全国賃貸住宅新間社の調べ

でHP作成代行業者が選ぶ優良不動産会社のベ

ストサイトの全国第9位にランキングされました。

増資 組織変更して有限会社から株式会社へ変

更になりました。よリー層の信頼に応えられるよ

うに努力してまいります。

管理戸数2,000戸を達成

岡山で初のCATVを使つた高速インターネット

マンシヨンの企画、立案、施工を実施。 lT総合

不動産をめざします。

岡山中央店を岡山中央郵便局前にオープン

売買仲介専門 FCグループ イエステーシヨンに

力0盟し独自の売買仲介戦路、地域戦略を実行し

5年以内に売買仲介の分野で仲介取り扱い件数

および仲介手数料売上岡山県でNo.1をめざす。

マザーズオークシヨンを展開する アイデイーユユ

と提携、不動産のネツトオークシヨンの分野に挑

戦します。

平成19年 2月 14日 オフイスを岡山市辰己 2‐108に移転。拡大し岡

山中央店を統合しお客様により質の高いサービ

スを提供します
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岡山の不動産市況

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。

最近の経済状況 |よ世界同時株安、世界恐慌の様相を呈してまいりました。

岡山の不動産市況も、ゼネコン・不動産会社の破綻や不動産ファンド運営会社の倒産によつて、中心市街地の

マンションも施工中に工事がストップする案件が出てくるなど不況が目立ってきています。

分譲マンシヨンの新規供給戸数も 2006年 に|よ 約 1,300戸の供給がありましたが、今年度 |よ 300～ 400戸

前後の供給と 3～ 4分の1の供給戸数になつてしヽます。

そのせいか、中古マンションの取引件数が増えているのが実感として感じられます。

住宅の実需 |よ極端に落ち込むこと|よ ないと考えられますが、世界経済の不況から、消費心理の冷え込み心理

によつて、買しヽ控えによる売れ行きの後退が懸念されるところです。

マンションディベロッパーも、売れ残つた在庫を早急に処分しなければならなしヽ状況になつているためいわゆる、

アウトレットマンションといわれる割安な未入居マンションが市場に出てきています。このような物件 |よ 、新築

未入居で最新の設備を備えた上で、中古マンション並みの価格で提供されてしヽる物件もあり、そのような物件

をしつかりと吟味して購入すれば、割安な物件を手に入れることができるチャンスととらえられるでしよう。

この様に、ピンチをチャンスに変えることができる発想が求められているのが今の状況でしょう。

平成20年 10月 呵0日

株式会社 ウェープ八ウス

代表取締役 市川 周治
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収益用不動産

過去売却済みの物件と販売中の物件の比較検討をしてみました。

売却済

岡山西地区 45%
岡山東地区 62%
岡山南地区 107%

岡山北地区 870/o

倉敷市街地区地 ア6%
大元駅西地区 35%
大元駅東地区 232%
中′琳吉Б 356%

合計 288件

(2008年 10月 現在)

今回|よ収益物件として、人気地域を数字上で見てみました。

売却済み つまり販売完了した物件は『中心部』『大元駅東地区』が全体の過半数を占めております。

販売中の物件 |よ 、売却済みとは少し違つて、『岡山東地区』『岡山北地区』の物件が割合多くなつております。これ|よ 人気があると

いうより、手放す方が多いことと、希望とおりに売れない物件があるようです。

岡山北地区に|よ 、学生向けの物件が多くあります。少子化の問題などもあり空室が目立つてきております。

収益性 (入居率)が落ちてきたため売却という方も少なくないでしよう。

岡山東地区Iよ 、売却には出るものとして、築年数が古く・木造で低層階のアパートなどが割合として多いです。

このような物件は、長期借り入れが難しく、購入希望者としては魅力に欠けます。

力Bえて、新しい物件でも収益性 (入居率)が悪い物件が多いように見受けられます。

以上のように、賃貸での人気と収益物件の販売には、関連性があるようです。

>販売中の物件

販売中

岡山西地区 780/o

岡山東地区 184%
岡山南地区 97%
岡山Jヒ地区 11 107%

倉敷市街地区地 580/o

大元駅西地区 39%
大元駅東地区 17 165%

立
口ぃヽ中 272%

合計 103件
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岡山西地区 岡山市庭瀬 1′700

岡山西地区 岡山市東花尻小清

岡山西地区 岡山市西市 4′260

岡山西地区 岡山市北長瀬本町

岡山西地区 岡山市妹尾

岡山西地区 岡山市箕島 7′000

岡山西地区 岡山市北長瀬本町 81400

岡山西地区 岡山市西市 42.000

岡山東地区 岡山市楢原

岡山東地区 岡山市国府市場

岡山東地区 岡山市西大寺新

岡山東地区 岡山市門田本町 3,048

岡山東地区 岡山市国富

岡山東地区 岡山市平井 4′500

岡山東地区 岡山市金岡西町 4,500

岡山東地区 岡山市広谷 4′800

岡山東地区 岡山市西川原 5′500

岡山東地区 岡山市平井 5′900

岡山東地区 岡山市門田屋敷 6′000

岡山東地区 岡山市西大寺中野 6′650

岡山東地区 岡山市平井 7,550

岡山東地区 岡山市長利

岡山東地区 岡山市浜

岡山栗地区 岡山市清氷 9,100

岡山東地区 岡山市西大寺中 9′ 300

岡山東地区 岡山市清水 11′ 500

岡山東地区 岡山市東平島 13.000

岡山南地区 岡山市当新田 1ィ650

岡山南地区 岡山市浜野 31800

岡山南地区 岡山市西市

岡山南地区 岡山市奥田本町 4′600

岡山南地区 岡山市福成 5,500

岡山南地区 岡山市福浜西町

岡山南地区 岡山市浜野 6′800

岡山南地区 岡山市南輝 13.000

岡山南地区 岡山市福富東 14′ 000

岡山南地区 岡山市豊成 23′500

岡山北地区 岡山市伊島町 1,600

岡山北地区 岡山市関西町

岡山北地区 岡山市津島東

岡山北地区 岡山市中井町 2′800

岡山北地区 岡山市門前 3,000

岡山北地区 岡山市京山

岡山北地区 岡山市絵図町 5′680

岡山北地区 岡山市津高

岡山北地区 岡山市南方 101880

岡山北地区 岡山市津島西坂 121500

岡山北地区 岡山市横井上

倉敷市街地地区 倉敷市中島

倉敷市街地地区 倉敷市笹沖 2′200

倉敷市街地地区 倉敦市四十瀬字番庄

倉敷市街地地区 倉敷市八王寺町 6′500

倉敷市街地地区 倉敷市船穂町船穂 19′ 000

倉敷市街地地区 倉敷市阿知 33,000

大元駅西地区 岡山市下中野 6′000

大元駅西地区 岡山市今 121000

★〒印西抑区 岡山市辰巳 12′ 000

大元駅西地区 岡山市今村 12,000

大〒 駅更 ltl区 岡山市清輝本町

大元駅東地区 岡山市清輝本町 440

大元駅東地区 岡山市清輝本町

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市清輝橋

大元駅東地区 岡山市東古松 41430

大元駅東地区 岡山市神田町

大元駅西地区 岡山市新保

大元駅西地区 岡山市富田 18,000

大元駅西地区 岡山市奥田本町 28,000

大元駅西地区 岡山市岡町

中心部 岡山市田町 14D

中心部 岡山市内山下

中心部 岡山市中山下

中心部 岡山市中山下

中心部 岡山市中山下

中醸部 岡山市中山下 440

中心部 岡山市中山下

中心部 岡山市内山下

中心部 岡山市春日町

中心言「 岡山市内山下

中心言F 岡山市春日町

中心部 岡山市表町

中心部 岡山市駅前町 2′200

中心部 岡山市柳町 2,400

中心言卜 岡山市表町 2′700

中心部 岡山市鹿田町 2′700

中心部 岡山県岡山市富町 2′800

中心部 岡山市錦町 2,950

中心部 岡山市春日町 5.500

中心部 岡山市津高 5′ 800

中応 都 岡山市駅元町 7.000

中心部 岡山市幸町 9,000

中心部 岡山市駅前町

中心部 岡山市柳町 10′ 100

中心部 岡山市丸の内 12′ 000

中心部 岡山市柳町 18,935

中心部 岡山市柳町 19,250

中心部 岡山市弓之町 30,000



Best Housing Supply

WAVE HOUSEc。ロヮltd

2004
売却済み

岡山東地区 2 8.0%

岡山南地区 1 400/o

岡山北地区 1 400/o

大元駅東地区 7 28,00/O

中′心吉Б 14 5600/O

合計 25件 1000/o

収益用不動産

2002′ヤ2008年  売去日滓Fみ物1牛数

2

売却済み

岡山西地区 4 5,40/O

岡山東地区 270/O

岡山南地区 10 13.5%

岡山北地区 6 810/0

倉敷市街地区地 4 5,40/o

大元駅西地区 2 270/O

大元駅東地区 2300/O

中′心吉Б 29 39.20/O

合計 74件 1000/O

4

入居率が悪くてお困りの家主様 おられませんか ?

売却がスムーズにいかないでお困りの家主様おられませ

んか ?

売却相談 入居率アップについての相談は、

ウェープ八ウス 不動産投資事業部ヘ

お問い合わせください。

2002
売却済み

大元駅東地区 2 28.60/O

中心吉Б 7140/0

合計 7件 1000/O

2003
売却済み

岡山南地区 1 710/O

倉敷市街地区地 1 71%

大元駅西地区 1 710/O

大元駅東地区 1 710/0

中心吉Б 10 716%

合計 14件 100%

倉敷市街地区地 倉敷市街地区地

倉敷市街地区地



安心で快適な住まい、フローレンス。

今 日から、溢れんばか りの光 と風 と緑が家族の一員に…。

優れた採光性、通気性を誇るワイ ドスパ ン設計で知 られる

フローレンスが住まいの随所にブランドカを結集。

フローレンス東古松は永住の地。

東古松に贈る、安心 と快適に彩 られた 41の私邸です。
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,400万円
1302号室 ,3LDK

専有帝F積 /7961nギ
バルコニー面積/157211a

最上階。南東の角部屋から人気の4LDK・ 駐車場付まで様々な御希望にお応えできるプランを多数取りそろえておりま・先
いつでも見学可能ですので、お気軽にお問合せください。

０
２

′装

u 日 4 八イサッシュ +逆梁工法

ワイドスツくン設計 李室ォートドアロックシステム

●」R大元駅…約830m(徒歩11分)    。バス停「東古松南町」…約170m(徒歩3分 )

0マルナカ東古松店…約550m(徒歩7分) ●中国銀行東古松支店…約390m(徒歩5分 )

。ファミリーマー ト…約80m(徒歩1分)  。マックスバリュ奥田店…約660m(徒歩9分 )

●くすりのラブ東古松店…約150m(徒歩2分 )

■建築概要●物件名称/フ ローレンス束古松●所在地/岡 山市東古松509番 1● 交通/「東古松南町Jバス停徒歩約3分 (約 170m)
●用途地域/第二種住地域●地目/宅地●建べい率/60%● 容積率/200%●構造 規模/鉄筋コンクリート造地上15階建●敷地面
積/1,71363面 0建築面積/546,12�●建築延床面積/3.67687爾 ●建築確認番号/第 ER 06034389号 (平成18年 12月 1日 )0
総戸数 /41戸●販売戸数/11戸 ●問取り/3LDK 4LDK● 住居専有面積/7961面 (1戸 )～ 8055� (1戸 )● バルコニー面積′イ1377�
(1戸 )～ 1572面 (1戸 )● 駐輪場/74台●駐車場/41台 (内 機械式16台 )● 販売価格(税込〉1.895万 円(1戸 )～ 2.400万 円(1戸 )。 管理費
(月 額)/7600円 (1戸 )～ 8.200円 (4戸 )●修繕積立金(月 額)2,210円 (1戸 )～ 4,550円 (4戸 )● 修繕積立基金(引 渡時―括)/修繕積
立金月額の100ケ月分●駐車場使用料(月 額)/8000円 (25台 )、 屋外機械式駐車場5000円 (6台 )～7000円 (5台 )● 分譲後の権利
形態/敷地:区分所有者仝員の建物専有面積割合による共有、建物:専 有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有
面積割合による共有●管理形態/区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に委託●売主/株式会社ウェー /ハウス (岡 山県知
事免許(4)第 4022号 )● 企画 /章栄不動産株式会社企画設計室●設計 監理 /株式会社三ュートピアプランニング●施工/章栄建設
株式会社、多田建設株式会社●管理会社/章栄管理株式会社●建物竣工/平成20年 7月 ●即入居可

6

K36巾占

鹿田小 桑田中学校区
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↓
HPへ掲載s業者へ紹介

ウェーブハウスが
適切な査定をして…

↓

現金買取致します

○即日回答・販売期間なし
○仲介手数料が不要です
○早期に転居できます
○ご近所に知られずに
売却できます

斡

(ノ

ヽ 
レW

取

不動産 売るなら貸すなら ェーブハウス
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□冊肥瑞鵬 Ecaμd

分譲マンション取引事例

◆月|よ 1カ 炉ヨの間に16ギ|のこ縁結びのお手伝
いをさせて頂きました。たくさんの方から売却や購入

の相談をいただいた賜物だと思つています。

岡山市内のマンシヨンを極める為、地域ことに担当を

決めて深く掘り下げた活動をしていますので、

こ売却もこ購入も、ます|よ 『相談』 !!

倉 正樹    斉藤 和浩
芳泉・芳田・芳明'福浜」ヽ学校区  鹿田'岡南・清輝小学校区

イエステーシヨン岡山中央店|よ分譲マンシヨン専門に活動しています。

H20.9.1-H20.9。 901見在(D取弓1事伊」

マンシヨン名 間取 築年数

1 サンエアポートNODA 3LDK 築 13年

2 ビ・ウェル今 4LDK 築  8年

3 ダイアパレス東島田 3LDK 築 18年

4 シティコーポ泉田 3LDK 築 18年

5 サン トノーレ岡山東 3LDK 築 4年

6 グランコート野田 4LDK 築 10年

7 リビンコー ト問屋町 3LDK 築 7年

8 グランコート撮V番館 3LDK 築  7年

9 シティオ神田 3LDK 築 10年

10 アマネセール西之町 3LDK 築 12年

福富中パークホームズ 3LDK 築 13年

12 サーパス芳田庭園 3LDK 築 21年

13 ロイヤルガーデン西川緑道公園 2LDK 築 6年

14 アルファステイツ清心 3LDK 築 9年

15 朝日プラザ倉敷 EXE-14 2LDK 築 17年

16 朝日プラザ岡山中山下 lR 築 18年



Best Housing Supply

WAVE HOUSEc。 .,hd

賃 貸 募 集 し ま せ ん か ?倭 店舗・貸事務所〉

ウェーブ八ウスで|よ、貸店舗・貸事務所 。貸倉庫等の事業用物件を専門で取扱いしています。今回|よ成

約の一例をこ紹介させていただきます。本来の使用目的と|よちがつた業態でも、こ契約が可能です。物

件をお探しのお客様に|よ常にこのようなア ドバイスをさせていただきます。又、内装業者さんのこ紹介

も行なつておりますので、 トータルでこ提案できます。

もともと十数年企業の事務所及び商品保管用の倉庫として賃貸契約をしていた物件でしたが、 4車線道

路の通り沿いで認知しやすしヽ立地だつたので、飲食店用の店舗をお探しされていたお客様に倉庫部分を

店舗にE欠装して、事務所部分をスタッフの休憩室、在庫置き場などに使用することを提案したところ、

店舗用の物件を契約するより家賃も安く、店舗面積も広く取れるという理由でこ契約いただき開店の運

びとなりました。◆や、テレビ・雑誌で紹介される人気店です。

ネイルサロン (VMd)

9

辰巳店舗物件 飲食店 (スンドウブトーフノ(ウス)

田中店舗物件

◆店舗物件 夕離とと当三五どξ(CHA CHA)



Best Housing Supply

WAVE HOUSEc。日,iti

賃 貸 募 集 し ま せ ん か ?篠 店舗・貸事務所)_

貸店舗・貸事務所 。貸倉庫を “貸したい方"を探しています。

ウェープ八ウスでは、このようなことでお困りの “賞したい方"の
問題解決に取り組みます

“借りたい人"の約 90°/。 |よ、インターネットで物件を探しています。

ウェーブ八ウスで|よ “貸したい方"から情報をいただくと、「外観 。内観の写真撮影、

現地視察」を行い「資料作成」「HPに UP」 「ブログで紹介」をします。

それを “借りたい人"が見て、ウエーブ八ウスに問い合わせをします。

ウェーブ八ウスに|よ “借りたい人"の リストに約 60社の登録があります。新しい物件

情報が入ると、ます|よ リストの “借りたい人"にメール又|よ FAXで情報配信を行います。

“借りたしヽ人"|よ常にI盾報を待つています。

当社ならで|よのネットワークです。

10

「退居の予定が入つたのに、入居をしているから

募集できない。」
「空室なのに借り手が現れない」
「どうやつて借り手を探して良いかわらない」

ロウェープ八ウス
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相続相談ステーション岡山

相 ,f相●
ざSSヌテT勤ヨツ

前号で平成 21年度税制改正にて相続税の課税方式が「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」

への改正が予定されていますとこ案内致しました。単純に言えば故人=「家」に対する 5,000万円の基

礎控除が無くなり、相続人一人につき現行 1,000万円の控除を 2,000万円～ 2,500万円に変更するよ

|

うです。それで|よ具体的にどうなるかをお話させていただきます。

相続税の課税方式|よ、明治 38年に相続税法が創設された際に「遺

産課税方式」が採用され、昭不□25年には「遺産取得課税方式」に、

昭不□33年に|よ現行の「法定相続分課税方式」に改正されています。

しかし、来年度の税制改正で|よ以前の「遺産取得課税方式」へ見直
)し

が検討されています。で|よ何故、見直しが検討されているのでしよ

うか ?

〔現行制度〕「法定相続分課税方式」………遺産取得課税方式を基本として、相続税の総額を法定相続

分によつて算出し、それを各人の取得財産に応じ按分して課税する方式

〔問題点 〕・小規模宅地等の特例の適用および非上場株式に係る課税価格の減額措置の拡充等で宅

地等の相続や事業を承継しない相続人までもが税負担の軽減となります。

・相続により取得した財産の額が同額であつても法定相続人の数によつて税額が異なる。

。相続人 1人だけでなく相続人全員の取得財産を把握しなければ正確な税額による申告

が出来ない。よつて、相続人 1人の不正で他の相続人にも追徴課税が発生します。

上記の問題点を是正するために課税方式の見直しが検討されています。

で|よ 、「遺産取得課税方式」と|よ ?

「遺産取得課税方式」……・相続等により遺産を取得したものを納税義務者として、その者が取得

した遺産を課税物件として課税する方式

〔特徴 】・自己が取得した財産だけで、正確な税額の計算・申

告ができる。よつて、相続人 1人の申告漏れにより

他の相続人に追徴税額が発生しない。

・法定相続人の数に関係なく同額の遺産を取得した者

には、同額の税負担となります。

この 2点だけで判断しますと「遺産課税取得方式」が優れ

ているとお思いになられるかもしれません。しかし、課税価

格の減額措置は、居住等を継続する者のみに減税となり他の

相続人の税負担は軽減されなくなりますし、一人ひとりの申

告となると基礎控除額が金額が現行のままでも分散します。

11



Best Housing Supply

WAVE HOUSEc。日,iti

相[il"相目に,I
I   生彰ョ勤

では、どのような影響が出るかを具体例で予測をしてみます。(あ くまでも仮定の話としてこ覧下さい)

【ケース 1】 相続財産が基礎控除額以下の場合

1.相続人  長男・次男

2.遺産総額 7,000万 円 (長男が 5,000万円、次男が 2,000万円相続するとする)

3.仮に相続税の税率を現状のままとし、基礎控除額を一人当たり2,500万円とする。

(※ 31よ以下のケースも同様とします。)

法定相続分課税方式 遺産取得課税方式

遺産総額① 7,000万 円 遺産総額① 7,000万 円

各人の

取得金額②

長男 次男 各人の

取得金額②

長男 次 男

5,000,5円 2,000万円 5,000万円 2,000万円

基礎控除額③ 7,000万円 基礎控除額③ △ 2,500万円 △ 2,500万円

課税遺産額

(①―③)

0円
課税遺産額

(②―③)

2,500万円 0円

相続税額 0円 0円 相続税額 325万円 0円

【ケース 2】 」(規模宅地等の特例 (特定居住用宅地等)の適用を受ける場合

1.相続人  長男・次男

2.遺産総額 自宅敷地 (240席)5,000万円 (特定居住用宅地等)その他財産 6,000万円
3.長男 :自宅敷地とその他財産 1,500万円 次男 :その他財産 4,500万円を相続する
※遺産総額 |よ 小規模宅地等の特例 (特定居住用宅地等)の適用を受け、5,000万円× (1-08)+6,000万円=7,000
万円となります。

法定相続分課税方式 遺産取得課税方式

遺産総額① 7,000万 円 (※ ) 遺産総額① 7,000万円 (※ )

各人の

取得金額②

長 男 次男 各人の

取得金額②

長男 次男

2,500万 円 4,500万円 2,500万円 4,500万円

基礎控除額③ △ 7,000万円 基礎控除額③ △ 2,500万円 △ 2,500万円

課税遺産額

(①―①)

0円 課税遺産額

(②―③)

0万円 2,000万円

相続税額 0円 0円 相続税額 0万円 250Fヨ

上記のように「遺産取得課税方式」に課税の仕組み

が変わると今まで課税されなかつた場合でも課税が発

生する可能性が出てきますので、今までの相続対策を

再検討する必要性が生じます。残念ながら現時点では

改正内容が判明しておりませんので分かり次第、相続

相談ステーションで改正内容及び対策方法をこ説明さ

せていただきます。

12
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Best Housing SupplⅢ 「

WAVE HOUSEc。口
"比
i

ブログ紹介

市川 周治

幼い頃から経営者になつてみたいと思い描いてきま

した。 人生は一回きりです、大きな夢を描いて目

標を立て実践して夢を実現することが大切だと 思

います。夢をあきらめす実現するために努力すれば

必すかなうはすです。 これからも、業界の発展の

ためにそして皆様に喜んでいただける仕事をやつて

いくために努力して

参ります。
7ｆ剰

記
〕
日

）
長

ウ
社

http:〃wavehouselugem CC/

不動産投資事業部

草野 修平
不動産の営業一筋20年 パブ

ル崩壊 阪神大震災と人生経

験豊かな社員の仕事場や休日

の出来事を公開。掘り出し物

の情報も手に入るかもしれま

せん。

httpi〃 kusanoshuheilugem jp/

販売事業部

売買部営業マネージヤー

末松 潤也
B頃の縁結び活動状況や仕事に対する思

い、嬉しかつたこと、悲しかつたこと、悔

しかつたこと、感動したことなどをありの

ままを伝えるブElグです。また、マラツツ

日誌や酒飲みネタも満載で、素の末松潤也

を知ることができます。皆さん末松ワール

ドヘようこそ大元.西小学校区のマンシヨ

ンのことなら何でもFglいてくださいね。

htto:〃 carD3 sachiolusem〕 p/

遠藤 明
担当エリアのマンシヨン情報や、

取引事例、マンシヨンの間取り

図のこ紹介など行つておりいま

す。中央・京山学区でマンショ

ンのこ売却 。こ購入をお考えの

方は、是非こ参考にしてくださ

い。日々の活動で収集している

街の情報なども綴つております。

団Ш甲」」ョ」甲」ゴ

htt9://3-endOlugem,p/

田村 誠
鹿田学区のマンシヨンの情報

や活動 |よもちろんのこと、日

頃の感動したことや他憂もな

いことなど、営業マンとして

の自分と個人としての自分を

知つて頂けます!田 村と|よ どう

いう人間なのか?をどうぞ御覧

ください !

ψ
http:〃 levin― alll,ugem jp/

賃賞事業部

平松 理恵
賃貸事業部の平松理恵と申し

ます。岡山市内の賃賞のこと

なら、どのような事でもお任

せ下さい。私のできる範囲で

何なりお手伝いさせていただ

きます !

賃賞テナント日配ざ

http〃 h ramatsujugem ip/,p/

倉 正樹
岡山市南部のマンシヨン・岡

山市内のペットの飼えるマン

ション・そして地域のグルメ情

報を取りそろえております!!―

緒に地域を制覇しませんか !

四腑朗情報
http:〃 okayamanoielusem ip/

斉藤 和浩
ウェーブハウスの1年生のサイトウです。

平成20年 6月から不動産仲介の仕事を初

めたばかりです。それまでは建築現場監督、

)ヽ ウスメーカーで新築住宅の設計をしてま

した。営業経験が全くないので、お客様目

線でお話できます。また、建築士として専

門的なこ相談にもお答えできます。異色な

営業マンなのでお気墾にこ相談下さい。

http〃 sahouwave」 ugem,p/

青木 将典
新入営業マン青木が不動産業界

で四苦八苦しながら成長してい

く姿をフロク‖このせてます。他に

もマンシヨン情報|よもちろん、地

域情報、久米南阿ネタなど、ど

しどし紹介してまいりますので、
「ウエーブハウス青木の営業日

報Jを宜しくお願いいたします。

http:〃 aokimasanon,ugem jp/

賃貸事業部営業 (」 MA)

丼上 武憲
ウェーブ八ウス賃貨部の分譲

賃貸マンシヨン担当 :井上で

す。転勤で岡山に来る 。高級

な物件に賃貸で住みたい 。

そんな方にぴつたりの分譲賃

貸マンシヨン情報をお届けし

ております !

http:〃 inoue―wavelusem ip/

宇高 恵子
なかなかお客様と接する機会

|よ少ないですが、ブログを通

して営業事務という私たちの

仕事や、社内の雰囲気を感じ

て頂けたらと思います。 よく

働きよく食べよく遊ぶ?!(笑 )

活気あふれるウエーブ八ウス

ヘいらつしゃいませ。

http:〃 waverock,ugem,p/

販売事業部事務

松岡 陽
事務スタッフの日々の仕事や、

毎日にぎやかなウェーブ八ウ

ス社内の様子など、日常の出

来事を紹介します1個 人的な趣

味で調べた 「世界マンシヨン

事情」もシリーズでお届けし

ています。基本的に毎日更新

です。

http:〃 waveroCkjugem jp/

夏山 岳実
不動産会社の営業事務員とし

て営業マンの縁の下の力持ち

になれるよう、日々頑張つてお

ります。日々の出来事や感じた

事、様々な事をブログに載せて

います。女性らしさを忘れない

内容で載せておりますので、ど

うぞよろしくお願い致します。

http:〃 waveroCkjugem ip/

初本 真弓
管理物件の家賃集計業務等を

行つています。これからも管理物

件を増やして行く中で、お客様

の生の声をお間かせ頂きお客様

の大切な資産守り、より良い管理

業務を行つていきたいと思つてお

りますので、色やな乙意見等お聞

かせ頂けたらと思います。

http:〃 mini pin iugem jp/



□冊肥瑞眺Eca丼ェ
ホームページの紹介

プレミアムメンバー登録のすすめ
ウエ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 新築マンション・中古マンションから収益用アパート・マンショ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。

是非この機会に 『プレミアムメンパー』へ登録お勧めいたします。もちろん会費無料です。

WWW.WaVehOuse.co.jp

WAVE HOUSE cOthd.
700‐ 0,76 2 100 Tatsumi Okattma‐ city okgン lmaJPN
FAX 086 245,9開 TEL 09`245,S,S

'1:09 PM

・移
【

□団団日団団

10/03藤田部中古住宅

10/02ピュアグランデ中井町

10/02グランコート野田

]0/02フ ォーラム西古松

09/29アルフアステイツ今村公固

正樹

9i42

ツ

8:33

10/03寝相 /草野修平

10/03管理人さん /8‐ endO

10/02焼肉 よし味 /青木です !!

110/01あ りがとう !清原和博選手 /

09/30



郡

株式会社 ウエープ八ウス :顎 航融介

岡山市辰巳 2-108
8086-245-9595
E― mail request@wavehouse.co.,p

イエステーシヨン岡山中央店 :憂雪繹紹馬
岡山市辰巳2-108
8086-245-9989
E― mail request@waVehouse.co.,p

船wす電�岸‐ 
´

有限会社 ネツトデータ
岡山市辰巳 2-108
8086-245-9696
E― mail info@netdataoco.,p

_fjヤ中TⅢ ビ́■‐>…マ

協力 石原司法書士事務所
三 宅 会 計 事 務 所

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@sss-1。 ,p




