
〒730-0037　広島市中区中町7-35 和光中町ビル9F
宅地建物取引業者免許番号：広島県知事（3）9606号
HP／http://estate.io/　　 e-mail／info@eatate.io
営業時間／10：00～19：00　定休日／火・水曜日

総合ご案内窓口　本社インフォメーションデスク

■お客様の個人情報の取り扱いについて／アイスタイル株式会社は個人情報に関する法令と社会秩序を遵守し、個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。ご所有者さまの同住所につきましては、法務局の登記事項
要約書他により入手させて頂き、売却物件募集等を目的としてご通知させていただきました。情報の訂正が必要な場合、またはダイレクトメールが不要な場合は、お手数ですが左記までご連絡ください。すぐに停止いたします。

TEL 082-240-9911 FAX 082-236-3388
 定休日／火・水曜日 受付時間／24時間・365日

ご紹介プレゼントご紹介プレゼント

キャンペーン期間 2018年9月1日（土
）～2018年9月30日（日）

お友達を紹介してくださった方、紹介された方、どちらも嬉しいプレゼント

お問い合わせはコチラ

9月の賞品はコチラ

不動産のことならアイスタイルへ!!
「いくらで売れるか知りたい」「空室が増えて困っている」

「相続財産をすぐに現金化」など無料相談をお受けします。

電話やメール、FAXでお気軽にお問い合わせください。

契約後キャンペーン共通概要：※同業者の方は対象外となります。※弊社が実施する他の特典とは併用できません。※掲載の写真はすべて参考写真です。他のプレゼント等との併用をする場合は、景品規約の制限をうける場合があります。※プレゼントは各
メーカーの提供・協賛によるものではありません。※賞品のお届けにあたり、業務委託契約に基づき当該業務を提供する担当企画に必要な範囲内でお客様の個人情報を提供いたします。※賞品のお届け先は日本国内のみとさせていただきます。住所もしく
は転移先不明などにより賞品をお届けできない場合には、当選を無効とさせていただきます。※抽選対象は、1物件につき1回限りとさせてきただきます。※プレゼントの授受にあたり、その権利を他人に譲渡・貸与など、他の目的に使用することはできませ
ん。※プレゼントは成約後の発送となりますのでご了承下さい。※上記の写真はイメージ図です。実際のプレゼントとは異なる場合がございますのでご了承ください。

売りたい方

借りたい方
買いたい方

当社の CM にも登場、 大人気の諸見里さんのサイン色紙です。

吉本新喜劇 諸見里大介さんサイン色紙

アイスタイル株式
会社のイメージキャ
ラクターでもある、
広島東洋カープ 
九里亜蓮投手の
サインボールです。

広島東洋カープ 九里亜蓮投手のサインボール

人気番組
「アメトーーク！」 にも
出演する
「滑舌悪い芸人」

ふ ど う し ゃ ん あ　い　し　ゅ　た　い　る

カープタオル 防災セット＆防水リュック
9 月 1 日は防災の日です。
いざという時に備えて、 懐中電
灯 ・ 非常用給水バックなど 30
点が入った防災セットと、 撥水
加工されたリュックのセットです。

3 連覇目指してラストスパートの
カープを、 ヒーローインタビューで
恒例のこの言葉のタオルで応援
しましょう！！！

貨したい方
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特集

　中古不動産の

　　売り時・買い時　2018

アイスタイル株式会社
代表取締役　  石原 健

アイスタイル株式会社
代表取締役　  石原 健

Facebookに加え、Instagram（インスタグラム）、Twitter
（ツイッター）、LINE@（ラインアット）のページを新たに
開設しています。物件情報やイベント情報など様々な
情報をお届けします。上記QRコードもしくはアイスタイル
で検索して、ぜひフォローしてくださいね。

中古不動産の
 売り時・買い時 2018

Twitter
最後までご愛読いただき、誠にありがとうございます。
間もなく梅雨が明けますね。梅雨が明けると夏本番！年々、夏の暑さが堪える
ようになってきました。今年の夏は平年よりも暑くなるようです。皆様も夏バテ
にはお気を付けください。 編集担当：もりかわ

　暑さ厳しき折から、時下ますますご清祥の
段、お慶び申し上げます。平素は格別のご
高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　何のために学ぶのか？誰しも一度は、この
類の疑問を持ったことがあるのではないでしょ
うか。かくいう私も、小学生の頃に学校に行く
のが嫌で、よく考えたものです(笑)。

　当時は、ちゃんと勉強するという事は、世間
で良いとされる学校に行き、世間で良いとさ
れる就職先に就職するためなんだろうなと、
おぼろげに考えておりました。

　年齢を重ねた今、当時の自分の考え方を
省みますと、何と幼稚な考え方であろうかと
我ながら笑いが出て来そうなものです。まあ
小学生当時の私ですから、その程度なのも
頷けますが。

　それでは皆様、今一度何故学ばなければ
ならぬか考えてみましょう。子供や後輩、部
下に何故学ばないといけないのか？と、尋ね
られたら何とお答えになられますか。

　東洋古典の『荀子』に学の神髄を明快に表
したものがありますので、ご紹介いたします。
『夫（そ）れ学は通（つう）の為に非ざるなり。
窮して困（くる）しまず、憂えて意（こころ）衰え
ざる為なり、禍福終始（かふくしゅうし）を知っ
て惑わざるが為なり。』とあります。

　「学問というのは、立身出世の為に行うの
ではない。窮地に陥った時でも、苦しんだり
意気消沈したりすることをなくす為である。我
々にもたらされる災いや幸福の原因や因果
関係をよく知ることが出来れば、困難に直面
した時でも惑うことはなくなる。その為に学問
をするのだ」という意味です。

　学問をする真の目的とは、修養することに
より境遇の順逆に拘わらず、いついかなる状
況であろうと、心安らかな状態を保ち、様々
な事柄で惑わぬようになるためだということ
です。

　このたび 当社 賃貸事業部（十日市店）、管理事業部（三篠支店）は、

業務効率化のため下記の通り本社があります和光中町ビル２階に移転い

たします。

　新店舗での営業は７月２１日 (土) からとなります。

　それに伴い賃貸事業部・管理事業部は７月２０日 (金) をお休みとさせ

ていただきますのでご了承下さい。

　また、電話番号・FAX番号ともに下記へと変更となります。皆様には

お手数おかけしますが、お間違えのないようお気を付け下さい。

　今後とも、格別のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
　　

広島市中区中町7-35 和光中町ビル
宅地建物取引業者免許番号 広島県知事(3)第9606号

　　　　     TEL：082-240-9911(代表)
　　　　　　　　082-236-9658(賃貸)
　　　　　　　　082-236-9659(管理)
　　　　　FAX ：082-236-3388(本社)
　　　　　FAX ：082-236-9678(賃貸・管理)
　　　　　　　　E-MAIL：info@estate.io

　具体的に申しますと、我々の日常生活で、
窮するということ、心配ごとというものは、常に
あります。

　こうした時、精神的にまいる事なく、困難に
立ち向かって、問題を解決する為の知恵を
身につけることが、学問をする本当の理由で
ある。

　単なる「物知り」ではなく「窮して困しまず」
つまり、苦難に陥ったときに役立つものこそが
大切だということです。

　路頭に迷ったときに「学びの有無」が差にな
って表れるというものでしょう。そして、そうい
う「たくましい人間」を作るための学びが、本
当の学びであり、ただ新しい知識を詰め込
むだけのものは、まだ「学び」とは呼べないも
のだと思います。

　即ち人生というものを確立する。これが学
問の本義であるのではないでしょうか。学び
を年輪のように重ねていかないと、自分の事
もわからない、世間様の事もわからない、人
生に於いては、なおのことわからない。学ぶ
という事は単なる「知識を獲得すること」では
なく、「人間を作る」という事なのではないで
しょうか。

　子どもの頃は、大人になれば勉強しなくて
いいからいいなと考えておりました。しかしな
がら、学びというものは、生涯かけて完成さ
せていくものとわかった今、大人になった今こ
そ、より学びを求めて自己研鑽をしなければ
ならないと痛感いたしております。

　また、子供は大人の鏡と申します。我々大
人が、学ぶ姿勢を世の子供たちに見せること
で、子供たちも、おのずと学びの大切さを理解
してくれるのではないでしょうか。

■ 賃貸事業部　（旧：十日市店）
〒730-0037
広島市中区中町7-35　和光中町ビル2階
TEL ： 082-236-9658　FAX ： 082-236-9678

■ 管理事業部　（旧：三篠支店）
〒730-0037
広島市中区中町7-35　和光中町ビル2階
TEL ： 082-236-9659　FAX ： 082-236-9678



今月のお題【住宅ローン控除】

3

　今年も開催いたしました！『アイスタイル・カープ観戦イベント』

おかげさまで当イベントも第9回目となりました。この日の試合は中日

ドラゴンズとの対戦。マジック点灯間近の試合でスタンドも熱気に溢れ

大変盛り上がりました！！

【　第９回　お客様参加型イベントのご報告　】

広島東洋カープ観戦 
　　　＠ MAZDA Zoom Zoom スタジアム

　今年は99組・385名ご応募の中から、厳正なる抽選の結果、総勢65名

のお客様をお招きいたしました。惜しくも九里投手は４回で交代となりま

したが、試合は會澤選手の7回 勝ち越し打と、8回 丸選手の適時二塁打で

追加点を挙げ、チームは4連勝！！皆さん大盛り上がりでした！！この

イベントでも、一昨年・去年 に続いて３年連続で勝利しました！！

この日も真っ赤に染まったMAZDAスタジアム！

　弊社は創業当初より「ご契約頂いてからが本当のお付き合いの始まり」と考え、

日々業務に取り組んでおります。毎週の会議でも「アフターフォロー・アフター

サービス」のモットーを基にお客様のために何ができるか議論を重ねております。

その中で恒例となりました、夏のお客様参加型イベントを今年も開催させて頂く

運びとなりました。今後もこのような企画を随時開催し、皆様とのご縁を大切に

していきたいと考えております。皆様からも「こんな企画をして欲しい」等ご要

望がございましたら、是非お聞かせください。

　今年もこのようなイベントを開催できましたのも、偏にお客様のお陰であると

スタッフ一同心より感謝いたします。

 　　今後共末永く、アイスタイルをご愛顧くださいますよう、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よろしくお願い申し上げます。

先発は
　　弊社イメージ
　　　　　キャラクター

　　九里投手！！

♫今年もたくさんの笑顔溢れるイベントとなりました♫

♪カープ、最高でーす♪



～ご契約を頂いてからが、本当のおつきあいの始まり～

　弊社のモットーであります、『アフターフォロー・アフターサービス』をより具体化
するために、今年も広島東洋カープのチケットを全試合プレゼント致します。
　
　プロ対プロの試合を見ていただき、これをきっかけに、頑張ることの素晴らしさや、
夢を持つことの大切さを感じて頂ければ幸いです。大人であれば、同世代の選手やスタ
ッフを見て、自分が頑張る励みとし、明日への活力にしていただく。子供達であれば、
これをきっかけに、何かひとつのことに打ち込み、努力することの大切さや、夢を持つ
ことの素晴らしさに気付いていただければ、これ以上ない喜びでございます。
　
　ご家族やご親戚で、ご友人同士で、ご近所の方々をお誘いして、会社の同僚とのコミ
ュニケーションとして等々、使い方は様々！皆様の思うようにご活用くださいませ。

 　平素より、弊社をお支えくださっています皆様に、深く感謝致しております。今後も
より『アフターフォロー、アフターサービス』を充実させ、物心両面において皆様に少
しでも恩返しができるよう、精進して参る所存でございます。何卒宜しくお願い申し上
げます。

                               　　　　　　　　　　　　アイスタイル株式会社　スタッフ一同

 

 
カープ観戦チケット
全試合プレゼント!!


