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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 コーナー出濱中
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。 岡山のおもしろい不動産を紹介し

ていきますので乞うこ期待。
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WAVE HOUSEc。日,Itd

【会社概要】

商  号◆株式会社ウェーブ八ウス

会社設立◆ 1993年 司0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B動火災保険 チュ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)

◆相続相談ステーション株式会社

会 社 案 内

平成12年 司月

平成司2年 10月

平成司3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 会社創立 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   ホームページを開設

平成 9年 4月   管理戸数1,000戸を達成

平成 9年 1司 月   会社を現住所岡山市野田 2‐ 3‐ 8へ移転

平成司司年 4月   管理戸数1,500戸を達成

平成11年 11月   埼玉県のアドホックと提携してペット同居型マン

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賞住宅新間社の調べ

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。 IT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 イエステーションに

all盟 し独自の売買仲介戦略、地域戦路を実行し

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。

マザーズオークションを展開する アイディーユー

と提携、不動産のネットオークションの分野に挑

戦します。

羽或19年 2月 14日 オフィスを岡山市辰己 2‐司08に移転。拡大し岡

出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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WAVE HOUSEc。日洋止

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。

世界的な経済収縮の中、マンションディベロッパーの相次ぐ倒産や住宅着工件数の急激な減少によつて不況感

がよリー層深刻さを増してまいりました。

このような悪材料ばかりの中で不動産の価値を高めていくために従来のようなスクラップアンドビル ドの発想

を変え、今後 |よ今ある建物を上手に有効に活用することが求められていると考えられています。それを実現す

るに|よ安心して中古の物件の売買ができる不動産の流通の仕組みの整備が不可欠です。

我蒋|よ 、今のこのような不況 |よ一つの過渡期と考え、家の数が世帯数を超えている状況を考えると今後も新築

着工件数 |よ だんだん減つていくものととらえてしヽます。

不動産マーケット情報 |よ このような時代背景をいち早くとらえ、不動産オーナー様や金融機関の方に対して地

元岡山に密着した生の情報をお伝えできれば幸いでこざいます。

平成20年 12月 10日

株式会社 ウェーブ八ウス

代表取締役 市川 周治
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2007-2008動 向

2008年 売却済の収益用不動産

価格 地域 表面利回り

1 1000万円 春日町 16.800/0

2 1980万円 原尾島 9.210/0

3 2200万円 関西町 13.690/0

4 2460万円 岩井 11.710/0

5 2600万円 浜 14.220/0

6 2600万円 庭瀬 9。 970/0

ア 3300万円 東古松 8.360/0

8 3300万円 伊島 14.950/o

9 3500万 円 伊 島 8.370/0

10 3800万 円 奥田西町 13.430/0

4200万円 新福 12.910/o

12 4430万円 東古松 10.000/0
つ
つ 4500万 円 新保 10.130/0

14 4500万円 平井 12.000/0

15 4600万円 津島 9.910/0

価格 地域 表面利回り

16 4800万円 広谷 12.500/0

1フ 5500万 円 茶屋町 14.560/0

18 8000万円 津高 13.ア 80/0

19 8300万円 清心町 10.600/0

20 10880万 円 南方 12.990/o

21 11550万 円 倉敷 9。 410/0

22 12000万 円 △
フ 9.920/0

つ
つ

つ
と 16000万円 福成 8.240/0

24 16700万 円 津高 11.190/0

25 22500万円 東古松 9.250/0

26 24500万円 倉敷 13.500/0

27 28000万円 倉敷 13.440/0

28 60000万円 倉田 8,400/0

表面利回り平均 11,440/0

2008年に取引された「居住用」収益マンシヨン・コーポの主なものをあげてみました。価格は 4000万

円前後が多く、表面利回りは平均 11.440/0と なつております。右ベージにあります、現在販売中の物件

の平均表面利回り|よ 12.160/。。取引される物件の表面利回りは、上昇しております。

家賃相場|よ上がつておりませんので、売買価格が下がつてきしヽるとしヽうことでしょう。

当社 HPには、平成 20年 12月現在 100件以上の収益物件情報が掲載されております。金融破綻と言

われる昨今ですが、販売依頼数も購入希望者の方の数も増え続けております。ある意味、購入意欲のあ

る方には、「チャンス」ではなしヽでしょうか。
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□拙評ピ瑞鵬 Ecaμd

2007-2008動 向

販売中の収益用不動産

SUNハ イツ学南Ⅱ

岡山市学南町

14′450万円

表面利回り/9,480/0

平成 10年築の RC造 3階建てマンション

現在満室 人気地頭の希少価格物件です。

エ トワール 21

岡山市富原

19′ 720万円

表面利回り/13.540/0

土地面積 223.14坪

4階建てと 3階建て 2棟 一括取引です。

セゾン京山&コ ーポピアザ

岡山市京 1丁目

5′500万円

表両利回り/14.51%

京山中学校区で満室コーポ

ネット環境整つた 22戸 土地 158191坪

コ回ニアルリビング

岡山市東古松 2丁 目

7′200万 円

表面利回り/11.750/0

大元駅徒歩 5分の好立地

鉄骨造り5階建て 容積率 4000/0です。

売り店舗事務所

岡山市辰巳

6′200万円

表面利回り /12.360/0

西バイパス近 く

1階はフレンチ レス トラン 2階 。3階は事務所。

サンライ トビル

岡山市表町 3丁 目

29′ 800万円

表面利回り/11,92°/0

表町商店街アーケー ド沿い

1・ 2階は店舗事務所 3～ 9階は住居

弊

ソ

／

，

一

ゾンクビル

岡山市野田 5丁 目

6′800万円

表面利回り/11.010/o

旧 2号線沿い ハ回一ワークの近く

現在ヘアーサロン賃貸中。

カーサフィオーレ西市

岡山市西市

42′000万円

表面利回り/8.10/O

平成 20年築 新築マンション

西市駅徒歩 2分 9階建て 最先端の設備付き。

グローリー伊島

岡山市伊島 3丁 目

1′600万円

表面利回り/16.50/0

伊島で土地を確保 したい方お勧め学生向けア

パー ト伊島ではなかなか出ない物件です。

朝日プラザリバーサイド県庁前

岡山市内山下

460万円

表面利回り/12.520/0

旭川と操山を望む回ケーション

花火がすぐそばであがります。南向き賃貸中。



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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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す。
いつでも見学可能ですので、お気妊にお問合せください。
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●」R大元駅 …約830m(徒歩 11分 ) 。バス停「東古松南町」…約170m(徒歩3分 )

●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llll弘 ●イ勿件イITl'フ 国一レンス東古松●所在地 イ岡山市東古松509呑 1● 交通 「束古松南町Jバス停徒歩約3分 (約 170m)
●用途 lll〕或●イj!~Ⅲ Ⅲイ1也〕立●也日′宅地●建へい率 6000● 容積率 200%● 構造 規模 /鉄筋コンクリート造地上15階 建●敦地面

積′171363∩ ●ヽit`士 侍ば154612m● 建築延床面積 3,676,87市 ●建築確認番号 第ER 06034389号 (平成18年 12月 1日 )●

総戸数′41戸 ●販売戸う夕11)● W取り 2LDK+S4LDK● 住居専有面積′7650耐 1戸 )8272市 (1戸 )● ハルコニー面積 1119

市(1戸 )1689m(1戸 )● らH含 J■ 74台 ●FI車 場 41台 (内 桟IT式 16台 )● 販売価格(税込)1985万「13(1戸 )2395万円(1戸 )0管理

責(月 額)'7600円 (1戸 )8200(げ F)● /_‐ 倍積立金(月 額)4210円 (1戸)4550円 (1戸 )● 修倍積立基金(引 渡時―括)′ 修倍T員

立金月額の100ケ月分●駐車場 lt j用 料(月 額)8000円 (25台 )、 屋外桟杭式駐車場5000円 (6台 )～7000円 (5台 )● 分譲後の権利

形態メ敦地:区分所有者全員の建4勿 専TI Eo千 五削合による共有、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●管理形態ィ区分所布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)ヽウス (岡 山県知

事免許(4)第 4022号〉●企画 章栄不動止株式会社企画設計室●設計 監理′株式会社ニュートビアブランニング●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
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WAVE HOUSEc。日井d

売却相談受付中

マンション・コーポ・アパート買うときにもタイ

ミングがあつたと思います。

売却するにもタイミングが重要です。

将来の年金の代わりになる固定収入を求めて、サ

ラリーマンの方が賃貸マンション・コーポを探し

ています。

低金利・サラリーマン大家さんなどの成功本 。年

金などの将来不安など、購入したくなる条件が揃つ

ております。

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
二

マンション・コーポ。アパート
売却をおすすめします。

売るなら◆がチャンスです。低金利時代・サラリーマン大家さんの出現など、好条件が揃つています。

空室があつても、

倍入金が残つていても、賃貸管理会社がいても

号
『売却できます。』

購入する方の条件としては、ひと昔と違い、

『満室』『奉u回り』『築浅』でなくても

F空室あり」F築20年以上 でも構いません

購入した方がリノベーション奄して

F満室』F利回りの良い物件』
奄作り上げる時代です。
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WAVE HOUSEc。 .口lti

分譲マンション専門

イエステーション岡山中央店は、中古マンション売買専門です。

岡山中央・鹿田・大元 。西・芳泉・芳明・岡南 。清輝小学校地区で仲介の取引件数

107戸

2009年もスタッフー同で、

マンションを売りたい方 。買いたい方のお越しをお待ちしております。

宇高 恵子
事務

末松 潤也   倉 正樹    斉藤 和浩   青木 将典
大元 西小学校区  芳泉 芳田 芳明 福浜小学校区 鹿田 岡南 清輝小学校区 新入社員

8



ロミ離 瑞鵬Ecaμd

分譲マンションを貸 しませんか ?

おかげさまで 2008年も多くの物件で賃賞のこ成約を頂きました。傾向としてIよ や|よ り、岡山駅がある岡山中央小学区、利

便性と生渚の便が良い大元小学区が圧倒的な人気を誇りました。転勤の方は周期的に全国を回つていますので、物件を見る

目が肥えてthら つしゃることもあり、建物に安心感のある「分譲寅貸マンシヨン」を指定で探される方も多いです。当社で

|よ大手法人様が物件を探している情報をいち早くキヤツチするシステムを確立しており、迅速に情報をお届けすることを心

掛けております。◆お持ちのマンシヨンを賃貸するなら、実績豊富な当社にお任せ下さい。

マンシ ヨン名 間取 成約数 y」 学ヽ校

1 サーパス東古松通り 3LDK 1 鹿田小学校

シティパル芳泉壱番館 3LDK 1 汚泉小学校

3 シテ ィパル野田公園 3LDK/4LDK 2 大元小学校

4 ライオンズマンション神田 3LDK 1 岡南小学校

5 ライオンズマンション西市 3LDK 1 芳田小学校

6 サーパスンティ西古松公園壱番館 2 大元小学校

7 アルフアステイツ野田Ⅱ 3LDK 1 大元小学校

8 MAC芳 泉コー ト 1 万田小字校

9 フローレンス」WI筋グランドアーク 1 岡山中央小学校

ライオンズタワー岡山表町 lLDK/2LDK/3LDK 4 岡山中央小学校

1 ロイヤルガーデン西川緑道公園 2LDK/3LDK 1 岡山中央小学校

クリーンピア大元 3LDK 1 大元小学校

3 」ビンクコート下中期壱番館 3LOK 1 大元小学校

4 フローレンス本町クラン ドシテイ 2LDK 1 岡山中央小学校

ライオンズマンシヨン西古松 3DK/3LDK 2 大元小学校

2008年  分譲マンシヨン賃貸実績

マンシヨン名 間 取 成約数 J」 学ヽ校

クラース福冨 4LDK 1 福浜小学校

17 ロイヤルガーデン岡山運動公園 1 伊島小学校

サンエアホートNODA 1 浦安小学校

朝日プラザ岡山サウスフロン ト 1 清輝小学校

サーパス北新保 1 芳田小学校

シティパル米倉 1 芳田小学校

フローレンス中山下グランドアーク 1 岡山中央小学校

ダイヤパレス東島田 1 鹿田小学校

サーパス上中野 1 太元小学校

クランコー ト岡北大橋 1 宇野小学校

サーパス西古松 Ⅱ 1 大元小学校

アークスクエア表阿 lLDK/3LDK 岡山中央小学校

リビンクコート間屋町タワー 1 西小字校

コープ野村西古松 3LDK 1 大元小学校

朝日プラザ倉敷ミレ三アム 2LDK 1 老松小学校

日本分譲マンシヨンリース協会

空部屋による資産価値の低下を防くため、定期的に巡回しお部屋を監視する管理システムです。

空 部 屋 の 管 理 員

お部屋を売らす・貸さすで長期間空部屋にしておくと…

1 空気がこもり結露の原因となる

2 悪戯や設備等の自然劣化による被害に気づかない

3 バルコニーにゴミや砂埃が溜まり、こ近所にこ迷惑を掛ける

4 管理組合で行う、消防点検や配管清掃が行われない

5 マンシヨンで何かあれば、高い交通費を掛けて足を運ばなければならない

などなど、マンシヨンの資産価値の低下や思いがけない出費へと繋がる恐れがあります。

」MAの 「空室管理システム」|よ 、空部屋の管理のみを低料金で行う大変便利なシステムです。

」MAの管理内容

」MAの業務内容

現地定期巡回業務

(月 1回程度)

空気循環業務 >バ ルコニー清掃業務

郵送物転送業務 (転送費用について|よ、別途費用がかかります)

管理員との面談業務 (管理員不在時Iよ除く)♭ 定期巡□結果報各書の郵送

立会い業務 >消防点検立会い業務 >配 管渭掃立会い業務 〉繋急時立会い業務

その他業務
> 内装・八ウスクリーニンクの発注代行業務 >各種苦情等に関する対応

緊急時のオーナー様への連絡業務 >冬期間の各種配管不凍液補充業務 (寒冷地のみ)>

有料業務 >ボイラーの水落し業務 >専 用庭の草刈 >そ の他こ相談に属じます

しかも、JMA(ウェー)ヽウス)では、この管理を『 月 額 59250円 』てぉ受けします。

今まで、賃賞募集をしてくれる会社はありましたが、」MAはその上に管理もしヽたします。

しかも、月額5,250円 で行います。尚、」MA管理中に売却を御希望される場合は、中古マンション売買専門のイエステーシヨン岡

山中央店が窓□となつて対応いたします。この機会に是非お問い合わせ相談下さい。

3年後・ 5年後のことでも結構です。準備は早目にです。
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2009年 6月 最先端設備のインテリジェンスビルが岡山に誕生します。

ウェーブ八ウス賃賞事業部で募集開始しました I

新築オフィスビル募集開始

名  称 ORX岡山下石井ビル

所 在 地 岡山市下石井2丁目1番 106(地番)

交  通 」R岡山駅から徒歩 8分

敷地面積 52792面

建築面積 38396�

延床面積 346972市

規  模 地上 司0階

構  造 鉄骨造

エレベーター 乗用11人乗り2基 (う ち1基福祉対応)

駐 車 場 機械式 12台十平面 2台

事 業 主 オリックス不動産株式会社

設計・監理 浅井謙建築研究所株式会社

施  工 株式会社フジタ広島支店

竣  工 平成 21年 7月予定

日|1旧岡山会館ビル ◆」R岡山駅から

徒歩 8分

◆両備バス「林原駐車場前」

バス停から 徒歩 3分

◆岡山空港から

車で約35分

◆山陽自動車道岡山ICから

草で約 15分

■ HRE

‐ ピプレ

ジョ孝う房5夕航||1日
■ 隅嗣蹴ロレ

肝
旧

日

昨
円

√

円

止

〇
〇
〇
寸

一

ウェーブ八ウスでは、一室の事務所・店舗から一棟のオフィスビルまでテナント専門のス

タッフが幅広く対応させていただきます。貸したい方のお問い合わせ、お待ちしております。

10

建築概要

交通のこ案内



□冊評ピ瑞鵬Ecttd

確定申告について

世界金融大恐慌年となつた今年、私もそのうちの一人ですが、株式投資や投資信託で含み損を抱え、

おもしろくない年の暮れを過こされている方も結構いらつしゃるんじゃないでしょうか ?そんな方

の為に “譲渡損失"を繰越して来年以降のリベンジを図る確定申告の秘策を伝授いたします。

平成 20年分の所得税の確定申告期間|よ 、平成 21年 2月 16日 (月 )～ 3月 16日 (月 )です。

個人事業者、不動産の賃貸収入がある人や、 2か所から給与をもらつている人などは、確定申告を

しなければなりません。

所得税の確定申告が必要な人

1.個人事業者

2.給与が 2,000万円を超えている人

3.2か所以上から給与をもらつている人

4.同族会社の役員で、その会社から給与のほかに

ぴ

貸付金の利子や工場・店舗等の賃借料などを受けている人

5.土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人

6.医療費控除や雑損控除を受ける人

7,株式等譲渡損失の 3年間繰越控除を受ける人

株や投信で儲けた人は今までは、10°/。 の源泉徴収だけで確定申告をしない方が大半でした。とこ

ろが、◆年は、「儲けどころか大損こいた !」 という方、ぜひ確定申告をして赤字を繰越しましよう。

ちよつと勇気がいりますが、含み損ではダメです。年内に一旦売却して赤字を確定させ同じ銘柄で

もいいですし、他のもつと将来上昇の見込める銘柄でもいいですから売つた額で買い替えて下さい。

(ク ロス取引)

右記 4つのケースをこ紹介します。

今年十よ例 4のケースが多いので|よ ないでしようか ?

皆様のリベンジを心から願つています。

どうぞ良い年をお迎え下さい。

11
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確定申告について

例 1.上場株式等の譲渡損益

A証券会社 (源泉徴収ありの特定□座)→  130万円 (源泉徴収された税金→ 13万円)

B証券会社 (一般回座)       → 100万円

C証券会社 (源泉徴収ありの特定□座)→△ 180万円 (源泉徴収された税金→ 0円 )

例 2.上場株式等の譲渡損益

D証券会社 (源泉徴収ありの特定□座) → 180万円 (源泉徴収された税金→ 18万円)

E証券会社 (一般□座)
→△ 230万円

F証券会社 (源泉徴収ありの特定□座) →  90万円 (源泉徴収された税金→ 9万円)

例 3.主婦等他に所得がない場合

上場会社等の譲渡益 (源泉徴収ありの特定□座)→ 30万円 (源泉徴収された税金 3万円)

例 4.上場株式等に売却損がでた場合

今年の上場株式等の譲渡損△ 300万円 → 翌年の上場株式等の譲渡益 500万円

源泉徴収ありの特定□座について確定申告しない場合 確定申告する場合

100万円× 10°/O=10万円

10万円十司3万円=23万円 (負担税額)

130万円+100万円-180万円 =50万円

50万円×10°/。 =5万円 (負担税額)

A証券において源泉徴収された税金は精算されるため、13万円-5万円=8万円が確定申告によつて還付されます。

23万円→5万円 (23万円-5万円=18万 円 <税負担軽減額>)

源泉徴収ありの特定□座について確定申告しない場合 確定申告する場合

18万円+9万円=27万円 (負担税額)

180万円-230万円+90万円=40万円

40万円×10%=4万 円 (負担税額)

D証券とF証券において源泉徴収された税金は、精算されるため、27万円-4万円=23万円が確定申告によつて還付されます。

27万円→4万円 (27万円-4万円=23万 円 <税負担軽減額>)

確定申告しない場合 確定申告する場合

30万円×10%=3万円 (負担税額) 30万円-38万 円 (基礎控除)=△ 8万円→ 0円

源泉徴収された 3万円が還付されます。ただし所得が 38万円を超える場合、控除対象配偶者の地位が失われます。なお、

住民税の基礎控除|よ 33万円です。また、その主婦等の所得が 35万円以下のときは、住民税所得割はかかりません。

3万円-0円 (3万円-0円 =3万円<税負担軽減額>)

確定申告しない場合 確定申告する場合

年

年

△フ
翌

税負担なし

500万円×10°/。 =50万円 (負担税額)

今年 税負担なし (損失の繰越控除)

翌年 (500万円-300万円)× 10°/o=20万円

50万円→20万円 (50万円-20万円=30万円<税負担軽減額>)
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ブログ紹介
不動産投資事業部

草野 修平
不動産の営業一筋20年 バブ

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

の情報葛手に入るかもしれま

せん。

http:〃 kusanoshuhe lugem ip/

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。

g勒
記

し
日

・ノ
長

ウ
社

http:〃wavehouselugem CC/

販売事業部

売買部営業マネージャー

末松 潤也
日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

ままを伝えるブログです。また、マラツシ

B誌や洒欲みネタも満載で、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'西小学校区のマツショ

ンのことなら何でも間いてくださいね。

臓Я″臣マン
求松用也の日々

http:〃 carp3 sachiojugem ip/

倉 正樹
岡山市南部のマンション・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!!

http:〃 okayamano e,ugem lp/

斉藤 和浩
ウェーブA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。それまでは建築例場監督、

八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

線てお話できます。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

営業マツなのでお気軽にこ相談下さい。

http:〃 salouwavejugem ip/

青木 将典
新人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

く姿をブロク‖このせてます。他に

もマンション情報|よもちろん、地

域情報、久米南町ネタなど、ど

しどし紹介してまいりますので、
「ウェーフアヽウス青木の営業日

報」を宜しくお願いいたします。

http:〃 aokimasanon jugem,p/

賃賞事業部

平松 理恵
賃貸事業部の平松理恵と申し

ます。岡山市内の賃貸のこと

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 !

質貿テナント日配ざ

http:〃 hiramatsu jugem ip/1p/

賃貧事業部営業 (」 MA)

丼上 武憲
ウェーブ八ウス賃貸部の分譲

h貸マンション担当 :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:〃 noue wavejusem 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、色やなこ意見等お間

かせ頂けたらと思います。

IⅢ
…

 |

http:〃 m ni― pin,tIIIOn]lp/

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0べよく遊ぶ?!(笑 )

活気あふれるウェーフ八ウス

ヘいらつしゃいませ。

松岡 陽子
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!個人的な趣

味で調べた 「世界マンション

事情」もシリーズでお届けし

てしヽます。基本的に毎日更新
です。

http:〃 waverockjusem,p/

i§愧力例J
岡山市内の新築から中古まで分

譲マンションの情報満載です。

ルメクウ
五     十

まさに岡山のうまいものを集めたブロクです。

地元ならで|よの情報がギュと詰まつていますO

マ |ホ ーム バー ・ ィ

マイホームロ入した方にとって、日入した日はまさにマイ

ホームのサ(―ステイ
=お祝いの

一号面を掲載しております1

本年も大変お世話になりました
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来年も宜しくお願い申し上げます
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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 HOUSEcand.
FAX 086 245,99B TEL 096 245,5ワ 6

1:09 PM

□団□日団団

::wre今

10/03藤日都中古住宅

10/02ピュアクランデ中井町

10/02グランコート野田

10/02フ ォーラム西古松

09/29アルフアステイツ今村公固

9:42

∠     i      l
8:33

寝1目 /草野修平

管理人さん /3‐ endO

10/01あ りがとう 1清原Ta博選手 /

09/30がんばるどっ 1 /田村

10/03

10/03

10/02

J導→
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株式会社 ウエープ八ウス
岡山市辰巳 2-108
8086-245-9595
E― mait request@wavehouse.co.,p

イエステーンヨン岡山中央店
岡山市辰巳 2-108
8086-245-9989
E― mail request@wavehouse.co.,p

タゼ 誓孫 ‐ _…

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

岡山市辰巳 2-108
8086-805-0667

E― mail okayama@sss-1.,p

・投資用不動産売買仲介

・入居斡旋

・賃貸管理

・居住用不動産
。売買仲介専門

相続相談 ステーンヨン岡山センダー
協力 石原司法書士事務所

三 宅 会 計 事 務 所


