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いつもご愛顧下さりありがとうございます︒

朝晩は︑やっと涼しくなって参りましたが︑半期決算

まで残り１ヵ月︑ストックが無さ過ぎてシャチョウか

らプレッシャーを感じて日々寒気を感じるイノウエで

ございます︵遠い目︶

８月も６件のお取引をさせて頂きました︑改めまして

深く御礼申し上げます︒

９月５日をもちまして︑レトリック謹製の大規模リノ

ベーション物件﹁トーカンマンション大濠公園駅前﹂

がご成約となりました︒

どんな間取りにするか︑商材は何をいれるか︑使用す

る材質や色味︑果てはコンセントの位置まで私が商材

を選びこだわって作りこみをしたお部屋なのですが︑

やはり完成してみれば﹁ここをもっとこうしていれば﹂

既存住宅流通とリフォーム市場の活性化では新規事業としては「住宅瑕疵に関する

﹁あそこにこれを使用していれば﹂などなど反省点も

される。

多々あり︑非常に勉強になりました︒

者の不動産取得税減額拡充や都市のスポンジ化対策に向けた特例措置の創設が注目

お客様やＬＩＶＥＺをご覧頂いております皆様から本

産市場の環境整備などでの要求がみられる。また、税制改正要望では買取再販事業

当に沢山のお問い合わせを頂き︑またオープンハウス

新規事業には既存住宅流通活性化、空き家対策、不動産情報インフラの整備、不動

や広告等皆様のお力添えのおかげ様で︑本当に素敵な

国土交通省は 8 月 31 日、2018 年度予算概算要求を財務省に提出した。

ご家族にご購入いただけることを︑社員一同大変感謝

弊社売主物件『ウェーブコースト 5 番館』
言わずと知れた巨匠ル・コルビュジェの
名作「LC4」
。1929 年発表から約 90 年
経っても世界一有名な寝椅子作品。

しております︒

〜既存住宅流通で新規事業〜

しかしながら︑完成まで非常に手が掛った物件なので︑

18 年度予算国交省概算要求

4 児の父。最近 8 年ぶりに車を
新調。かっこいい SUV を探す
ものの当然３列シートの宿命か
ら逃れられず車種が限定。思い
がけないユーロ経済への貢献と
なり、現在役員報酬交渉中。

いざ売れるとなるとなんだか寂しく感じてしまい・・・

Naoki Koyama−小山直毅
株式会社レトリック COO

TOPICS

正直娘が嫁に行く気分で契約書に印鑑を押しまし

HOT

た・・・さて︑成約の次は再び仕入です！

今より眺めの良い毎日を。

「成約御礼…御礼…御礼…」

情報インフラ整備事業」が盛り込まれた。民間保険会社などの持つ具体的な住宅瑕
疵に関する情報や事故情報などを集約･一元化していくとともに、再発防止策などを

テレビＣＭも始めた我々レトリック

では只今リノベ向き物件の買取強化

中です︒ファミリー向けから４０㎡

程度の独身向けまで︑リノベをした

くてソワソワしております︒是非是

非ご紹介をお願い致します！

ウェーブコースト

また︑弊社渾身のリノベ物件﹁西福

岡マリナタウン

５番館﹂も近日完成となります︒

リアルター事業部長 井上 恵介
現在モデルの家具を買い付けて順次

設置しているのですが︑買ったソ

ファがエレベーター にｰ乗らなかっ
たり︑階段で８階まで上がったら今

度は玄関を通れなかったりとドタバ

タしておりますｗ

PORADA 名作「ﾌｫｰｼｰｽﾞﾝｽﾞ・ｸｱﾄﾞﾗｰ」
ﾐﾗｰ
イサムノグチ 1939 年ﾃﾞｻﾞｲﾝ
「ｺｰﾋｰﾃｰﾌﾞﾙ｣
イサムノグチ「AKARI」
BOCONCEPT「FARGO」 他
温かくもハイセンスな家具を配置。

最上階のオーシャンビューで部屋の

（注 1）本紙面に記載の情報は発行時の情報によるもので、各種法令、施行規則等により全廃、改定される又はされた可能性があります。
不動産業者様向けの情報として配信しているもので、情報の整合性、状態について弊社は一切責任を負うものではありません。

雰囲気に負けないハイセンスな家具

その使命感を持って業務に取り組む姿勢が試されている。

を設置しておりますですので︑ご興

境整備は一刻の猶予もない。安心･安全な市場の構築に我々「不動産屋」一人一人、

味ある方はそちらも併せて是非一度

報インフラ整備などなど、我が国が迎えるストック社会に向けた、不動産市場の環

ご内覧ください︒

前述した遊休不動産再生などの空き家対策、適正な不動産表示を実現するための情

弊社ＨＰと弊社インスタグラムを
※
ジョイント致しました︒リノベ物件

持管理やインスペクションを促進して既存住宅ストックの品質向上につなげる。

の画像を多数掲載していきますので

考案。売り手･買い手双方にこうした情報が行き届くよう努め、既存住宅の適切な維

是非そちらもご覧ください！

弊社売主物件『ウェーブコースト 5 番館』
ハンス・S・ヤコブセンのダイニングセット。
ウェグナーの名作「ザ・チェア」にインス
パイアされて造られたマホガニー材の名品。

今より眺めの良い毎日を。

OUR

RULES

【弊社売出物件の再販時における基本的な考え方】

① 弊社は仕入先の不動産会社様へ、再販時は期限を設けずに売れるまで専任媒介でお返し致します。
（3） 融資事前審査の応諾を得ているなど、購入資金のエビデンスが取れていること。以上を前提として御提示下さい。
もちろん購入・再販契約時には正規仲介手数料をお支払致します。
また価格交渉等、売買条件が合意していない段階で新たな購入申込み等が発生した場合、次順以下のお客様を優先
② 仕入先の不動産会社様側から、専任媒介以外（一般媒介等）の御希望があった場合は御意向に沿います。
させて頂く場合があることを予めご了承ください。
③ 客付業者様は御客様の御案内や購入のお申込み（買付証明）につき、
（1）お客様が購入に際して、一切の阻害要因（改装費用見積・御親族や職場等の承諾など）のないこと。
即日現金買取〜戸建・ﾏﾝｼｮﾝ・土地・投資用
（2）契約日程・手付金（物件価格の 10% 程度）の支払日（概ね 1 週間以内として下さい）が決定していること。

買取不動産募集中。

※以下情報は販売中物件の一部です。
詳細はお気軽にお問合せ下さい。
（販売中の物件については、弊社 HP 及び
ふれんずサイトでもご確認頂けます）
①ウェーブコースト 5 番館 801 号
②4,980 万円
③専有 116.83 ㎡・最上階 8 階角部屋
④2017 年 9 月上旬フルリノベーション完了予定
オーシャンビュー / 平野公平建築設計事務所監修
LDK 約 30 帖
高さ約 3m の折上天井 / 調光コーブ照明設置
GRAFTEKT（KITCHENHOUSE) アイランド K
天井部ジョリパット施工
約８m の無垢材大規模収納
各居室ダウンライト設置
百道浜 / 姪浜の花火見れます※今後の開催未確定
その他スタイリッシュな設備多数…
①多賀ハウス 305 号
②1,090 万円（価格変更）
③専有 80.53 ㎡・西鉄高宮駅徒歩約 6 分
④内装リフォーム 6 月末完了済
９月９日及び９月 10 日
13:00 〜 17:00 オープンハウス開催
①福岡市中央区今川 2 丁目アパート
②6,120 万円
③2002 年築・木造 2 階建・オーナー C
④全 8 戸満室・年利回り約 6.49%

即日現金買取。

①ネアシティガーデン西の丘
②5,580 万円
③専有 67.27 ㎡・最上階角部屋
④2017 年 6 月末リノベーション済

成約御礼
ありがとうございました

売出準備中
もう暫くお待ち下さい

成約御礼
成約御礼
ありがとうございました

成約御礼
ありがとうございました

戸建・ﾏﾝｼｮﾝ・土地・投資用

①警固ハウス 602 号
②価格協議中（決済待ち）
③専有 69.3 ㎡・西鉄福岡 ( 天神 ) 駅徒歩約 10 分
④リノベーション工事予定

①福岡市東区香住ケ丘 3 丁目土地
②未定（売出
③専有 116.83 ㎡・最上階 8 階角部屋
④2017 年 8 月中旬フルリノベーション完了

①トーカンマンション大濠公園前
②未定（売出
③専有 116.83 ㎡・最上階 8 階角部屋
④2017 年 8 月中旬フルリノベーション完了

弊社の御客様が右記の土地を探していらっしゃいます︒
条件に合う土地がございましたら︑査定時や販売前に
是非お声掛け下さい︒

①種別及び物件名
②価格（税込）
③広さ / 間取り等
④状況 / その他

【NEW】地下鉄別府〜梅林徒歩 15 分圏内 ( 城南区希望 )40 坪以上予算 2,000 万円
福岡市東区（名島〜唐の原）敷地面積５０坪前後

予算 2,000 万円

大野城市内（南ヶ丘 / 緑ヶ丘 / 平野台）敷地 50 坪程度
地下鉄空港線藤崎駅徒歩 10 分圏内

予算 1,500 万円

敷地面積 40 坪程度

予算 4,000 万円

【急募】福岡市西区・早良区・東区（できれば西部エリア）
敷地面積 100 坪前後 予算 5,000 万円迄 海が見えるロケーション限定
【急募】地下鉄七隈線別府駅〜七隈駅徒歩 15 分圏内
◎春日東小学校区限定

敷地面積 50 坪前後

◎福岡市南区 敷地面積 50 坪前後
希望エリア詳細…主に大池周辺
◎赤阪・桜坂・六本松エリア
◎和白〜雁の巣

予算 1,800 万円

敷地面積 40 〜 70 坪

予算 7,000 万円

予算 1,700 万円

敷地面積 40 〜 60 坪

◎百道小学校、中学校区限定

※急募

予算 3,000 万円

予算 1,800 万円

敷地面積 50 〜 70 坪

◎糟屋郡原町エリア

敷地 50 坪

予算 2,000 万円

面積 50 坪前後

予算 7,000 万円

◎福岡市南区大池、寺塚（大池小校区）面積 40 〜 50 坪 予算 2,300 万円
◎地下鉄西新〜姪浜駅徒歩 15 分圏内 面積 40 坪程度 予算 4,000 万円
◎春吉小学校区限定 敷地面積 30 〜 40 坪 予算 2,500 万円
※希望エリア詳細…西中洲、春吉 1 〜 3 丁目、渡辺通り 1,3,5 丁目
清川 1 〜 3 丁目、高砂１丁目、天神１丁目
◎春日東中学校区限定

敷地面積 30 〜 40 坪

予算 1,700 万円

◎太宰府市内 敷地面積 55 坪前後 予算 1,700 万円
※希望エリア詳細…青葉台、向佐野、大佐野
◎大野城市乙金

敷地面積 50 坪前後

◎福岡市西区学研都市駅周辺
※西都小学校区希望

予算 1,500 万円

敷地面積 70 〜 80 坪

◎福岡市東区箱崎〜千早 敷地面積 40 〜 50 坪
※駅まで徒歩 15 分以内、平坦地希望

※大野東小学校区限定

予算 4,000 万円

予算 2,000 万円

◎太宰府市内 敷地面積 40 坪以上 予算 1,300 万円
※西鉄都府楼南駅、五条駅の徒歩圏内
今より眺めの良い毎日を。

売出準備中
もう暫くお待ち下さい

①宗像市大谷戸建
②1,350 万円（価格変更）
③土地約 66.67 坪・建物約 30.55 坪
④2017 年 7 月内外装リフォーム済

①南区皿山 4 丁目土地
②価格協議中（決済待ち）
③土地 269.50 ㎡（約 81.52 坪）
④一種低層 / 古家付〜解体更地渡し予定
建築条件なし

STAFFz

①フォルム姪浜Ⅱ403 号
②480 万円
③専有 28.96 ㎡ /1DK/ 平成 2 年 4 月築
④自己居住及び投資にも適す
地下鉄姪浜駅徒歩約 10 分

TWEET

【シャチョウ】

【ケースケ】
熊本の球磨川でｷｬﾆｵﾆﾝｸﾞしてきました。
川の流れに身を任せつつ、なかなか進
みたい方に行かない私の体・・・川底
の石に腰を強打・・・人生の縮図のよ
うでした。
でも楽しかったので来年は藤河内に挑
戦！！

チビ犬が左前腕？足？を骨折…。恐らく自
分のことを犬と思っておらず、人が好きで
ショウガナイ奴なので暴れて後遺症のリス
クを考えて入院しなさいと言われ、早 1 週
間。VWBUS のデザインを考えながら寂し
く夜な夜なジョギングする毎日。
（悩む T 田氏 /H 様 Y 様ご容赦を…。)

【シーオーオー】

【フジユカリ】

別れの晩夏、自称「最高傑作」さん ( 笑 )
の送別会で月末にも拘らず 15:00 〜早終
し BBQ からの深夜までﾛﾝｸﾞﾄﾞﾘﾝｸ…二日
後は月初昼間からｽｰﾊﾟｰﾎﾞｯｸｽでﾎｰｸｽ観戦…
今日は弊社物件を無理やり買わせた可愛い
後輩と懺悔の家具ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ…、、、ん？？？
全然仕事してない。上期決算月…半期に一
度の大感謝買取査定祭実施中！とかいうウ
ワサあり…お確かめ下さい。

ハジメマシテ、フジデス、、、事務、やっ
てマス。ツダシ去られた ( 寂しい、、、)
ので、今回より飛び入り参加 ( ？ ) さ
せていただきます。よろしくおねがい
しまぁす☆

（注 2）基本的に弊社は自社販売活動を行っておらず、弊社売主物件については仕入先仲介業者様へ売却活動を一任させて頂いております。上記情報に間違いがある場合がございますので、物件に関するご質問及び詳細、諸条件、契約交渉等々については、物元業者様をお願いすることがございます。弊社ではお答え出来兼ねる場合がございます。
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