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1 0月某日


最近、本動態患のチラシが131こ付くようになった。

もうすぐ家震が4000Rもよがるし、このまま賃貸生活を続けていくのも、

もったいない気がする。そろそろ摩擦しをしょうかなあ・・闘

でも、一体どうやって探せばよいのだろう??

とりあえず不動廠膿さんに行かなくては。

家探しの前に、まずは不動産墨揮し。失と担議してA祉に来通持くことになっ

た。� A社のチラシは好惑が持てるし、きっと良い会社だと患う。� 

1 0湾謀臨
ム4

吟日� 1;:、気分最悪の日になったo
 

A祉に行ったところ、こちらの希望を聞くなり、

r. ・ ・そんな物件あちませんねJo
えっ?!それで終わち??

なんか、やる箆ゼ口のうさんくさい嘗叢マン。

物件のファイルを出すでもなくボールペン� 1本で対応し、

人を小馬鹿にする様な般庶。この人って一体.

央とニ入、怒り心顕で脂を出た。これが本動産援なのか・贋屡

ニ皮と� ζの会社iこは滋寄るまいとむiこ撃った。� 

1 1 F.I莱日 

A社の一件以来、不動産膿傑しも止まったままだ。

信頼で告る不動産農って、どうやって操せばいいのだろう。

また同じ思いをするのはゴメンだ。

ネットで検察してみよるか。でもA社のチラシで輔されたのだから、� HPを見

たところで良い会社かどうかなんてわかちない。

主 かといって、このまま足踏み状態では先に進まないし・・・� 
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1 1月某E

ネットで不動産屋探しをしていると、� K社のHPIこ允どりついた。

売地や中古物件が離宮iこ載っている。

会員登録をしないと詳細を見ることがで容ない的で、早速聾録。

それか込� 2週間後、� K社から官路がかかってきたe 

f会員鐙縁ありがとうございます。どの地域での物件をお揮しでしょうかs

そうですか、ご予算iまいくらくらいで鍵・・?

あの、もし新築されるとしたらいくら穏でお考えですか? あ、そうで

すか。ではまたメーんで物件情報をお送りいたします。j 

r新艶を考えていない容に用は無いJと雷かんばかりの対応。

もし、新築をすることになったとしてもK社に怯額することは繋いだろうe 

1 1見裳日

連末のチラシに不動鹿情報が入ってくる。

その中の民社のHPを覗いてみたe この命社も申書と新築、高方猿っているs 

A社やK社と間乙かな・..。ダメもとで会員鐙諒をしてみた。 

2日後、� N社から竃誌が入る。� 

rH Pの方iこそちらの登語が寄れておザましたので、お軍関数しました。

中言安お探しですかa そうですか、大体どの還りで?一一-N，)-・.. 

その地域なら最近出てたんですけど、昨日売れちゃってねえ。ハハハ脅

。万円だったんですけどね。 比較的新しくってなかなか良かったんですよ母じ

ゃあ、またFAX致しますね。J 

f売れた物件の棲報なんかどうでもいいよ!Jと心の中でブツブツ奮いながら

龍稲を場った。なんだかどこもかしこも� ω" ・� 

1 1月某日� 

N社から鞄件のFAXが諸� <0地隠と関取り関等が撃っている。 ヱ

かなり古い・・~部下。

その後も何枚か送られて砦たが、場所や、熊年数、去さ、いろいろな扇で希望

と合わず見送った。この鵠子だと、物持が決まるまで締閉がかかりそうだな

あ.. 
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1 2月某臨

ネットで不動産患の検索をしていると、ある会祉のHPにたどり着いた。

「サンハウジングムこの会社のHprま物件情報だけでなく、建築に関する渡期

コーナーや、購入までの流れ、注意事項などいろいろ響かれている。

こんなHP、初めて見た。今までの命社のHPと脅え語、物件情報と会社概要

ぐらいだ。へえ~・・・ここ、いいかも。

気になった中古物件の資料を送ってもらおう。皐遼憶粧をしてみた。

ぞお後、不動産担当の方から務件のFAXが送られてくる様になった。

このFAX、とても野惑がもてる。明らかに他とは遣う。

季節の接拶を織り交ぜながら、物件の良いところや担当者の方の惑想などが書

かれていてT寧だ語今までの金社といったら、“築鴻"“土地広し"“駐車2台"

等々、一言メッセージばかりだった。ここの不動産援ならいいかもしれない。

でも京たA社みたいな対応されたら、立ち直れないかも・.. 

よし� i第気を撮り絞ってサンハウジングに行ってみよう!
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1月某日


令日は央とサンハウジングヘ行く。

期待と不安。� A社でのことが顕をよぎる。

また影のある憶しい人が出できたらどうしよう峨・� 0 

そのときはそのときだー逃げればいい脅� 

20分後、事務所iこ劃i婚。う~む・・・

なんか想像していた感じとかなり温う。ちょっと不安になってきた。

夫の陳もなんだか不安げだ。表情が暗い。

緊張しながら騨を鱒けた。� rこんにちはあ・置・� J心なしか声が小さい。

事務の方がにこやか!こ迎えてくれて、少しホッとする。� 

， f狭いところで申し訳ないですね-Jと宮いながら男の人が奥かち出てき先。
a 

中首位宅を探している皆後伝える。すると、� fその前にですね、安全のことを考

えられたことはあります?Jと訊ねられる。� iま?安全?治安のことだろうか。

社長さんが言う r~愈J とは、地盤などの震災に伴う安全のことだっ先。

普通、土地や建物を襲うとき、犠段や利便性などを帯えることはあっても、議

盤の強さを服!こ入れて探すことはあ京り無いと思う。サンハウジングは近い将

来必ず腿こる大地震のことをかなり研究している。� 
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どの地域の地盤が強冨で、どの地域が軟弱か、津設が起きたときの被害状滅。

そんなにと、考えたこともなかった。自分濃の希認している場所が危険地域に

入っていることも知らなかった。� r安全jのことだけでなく、不器産購入につい

ての鮮しい説明をしてくれた。さつきまでの不安は完全に溝えていた岱

それにしてもこの社長さん、すごく製い人だなあ� i外は木桔らしが吹いている

というのに、事務所の中iま社長さんの艶気でムンムンだ。� 

1時間後、粧やかな足取りで事務摂を出た。手には“不動産薫入選入の巻持の� 

DVDが握ちれている。会社も人も、見た目で判断してはいけないと、つくづ

く患った。やっと。やっと信頼できそうな不動産屋を見つけたぞ!� 

1晃謀日

サンハウジングからの物件構轄を先に、僻停か外観を見に行った。

まだ、内覧をしたいと悪える物件に球出会えない。

でも、無らず慌てずじっくり揮していこうと患う。� 

1月某日

今日も� FAXが送られてきたo H町の物件e 築年数も新しいし、龍設も希望の

金額に近い骨外観を昆iこ行くことを事務所に伝える。京会かこぬ物件を購入す

ることになるとは夢にも悪おずは・� 

1月某臨

夫と外観を見iこ仔った。� fへ~。いい惑乙だなあj

駐車場も広いし、外観も締麗。場指も交通量が少なくて静かだe 

f中が見たい。内覧しよう!J失はかなザ気!こ入った様子o

でも、内覧するということは購入の意志がかなりあるということなのでは?

そんなに気軽に内覧してもいいのだろうか。かな草笛んだ末、社長さんに相談

をした。 r~後の勉強の為!こも内覧して下さい。中を見たからと歯って
-'" 

買わなければいけないということiまないんですか品、気軽に見てください。う

ちは良いところも患いところも正麗にお伝えしますので。jというありがたいお

歯葉e 今度の土曜日、内覧することになった。� 
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2月3臨

今回、� H町の物件の内覧をした。

惣像していたよりも締麗で、生活臭も全く無い。

バルコニーも広く、庭もあるし、物置も付いている。

央iま既i二、質う気モードに入っている・嶋舗どうしよう"‘・� 0 

rブロの目から見ても、真面目に作ったって感じだねjと、社長さんの評僚も

高い。すごく複雑な心境だ。まさかこんなに締掛だなんて思っていなかったし、

自分の気持ちが大きく揺らいでしまっている。せめて患い筒所をいくつか言っ

てくれれば、� Fじゃあ、やめますJと雷えるのに。思い所も配直に雷うって言っ

てたじゃなも清、� iなんで言わないのさ� r特に慰いところも見つからないんで

サよね・復・� Jと社長さん。それでは困るんですよ!� 
J 

1時間後、サンハウジンングの事務所ヘ骨

事務所にきた蒔患で§顎芳、意悲は臨まっていた。


場跨も金額も蒙の状態も申し分ない。じゃお、なぜ爵擁しているのか。

まだ内覧したのはこの物件が務めてだし、まさかこんなに阜〈肴望に見合った

物件に迫り着くなんて患ってもみなかったし、とにかく阜すぎるのでは?!

もっともっといろいろな物件を見てから決ゐた方が良いので誌??

社長さん日〈、「運のいい入っているんです。還が良かったと患っていいんです

よo不動産って不思蟻なんですけど縁もあるんですj穣かにそうかもしれない。

でもでも、一生に一度の大告な買い物なんですよ!r私達、還がいいですねえ!

じゃあ買いますよJと簡単には決められないんです。� 

1 自だけ返事を待ってもらえることになった。申書物件はスピ-~が命。特に

今回の様な良い物件l志、たくさんの購入希認者が予想される。

だから明日中には決断しなくてはならない。ああ、まさかこんなことになるな
んて菖.. 

良い物件に巡り会えたことは、サごく嬉しい。だけど、自分遣の中では、� 1年

金乙っく号探すつもりでいたのに、あまりはも早い。
孝弘� 議案がするまで、失と話し合った。� r購入しようん

実家主報告しておかないとお・僕舗でも、ピックリするだろうなあ。

夜、実家に嘗話をする昏あのさ、令民家を昆に行ってきてさ、貰うこと!こした

から� f禦を糞うってオマ工、ちゃんと昆てきたのか?闘分早いじゃな

いか。ちょっと持ちなさい。え?どζの不動産屋だ?J

購入する家のこと、サンハウジングのこと、父に説明をする。� 
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r不動産屋つてのはヤクザがらみが多いんだぞ!それをb臨しているんだ!

お欝らみたいな緯斡な若者を請すのなんて稿単なことなんだ� i契約をせかすの

詰不動産麗のやり方なんだ!Jあ~網.包やっぱり予想通りの庶蕗。

このお正月に「今年中!こ家を貰うつもりで探すからj と括したiまかり。それか

ち1か月しか経っていない母岳記するのは当たり前だeそれにしても、もうち

ょっとこちらのことを奮翻してくれても良いのでは?!だんだんこちらもムゃ

になってくるeサンハウジングは真蘭闘な会社だよ、一葉HP見てよ!� 

rH Pなんか見る必要ない!J報関オヤジめ・.. 

こちらの気持ちが缶わらないまま寵踏を稲った帯

今度Iま央e お鵜父さんと話している。失の口蹄がイラついている。

うちと金く同じ。お義父さんもかなり心配している様だ。緩からしてみ色ば、

速く離れた子供がヤヲザな不動産量に寵されているのではと鉱が気乙ゃないの

だろう。親の気持ちもすごくよくわかる。明畏また憶臨しようe 

弘幸� 

2完4日

再び喪家!こ竃簡をかけるe母が出た。心配性の母は「一体いくらのローンを組

むの� ?Jかなり高額な詰ーンを組むと患っているらしいー

父に替わる。昨Eより落ち着いている様だ。� fもう購入を決めたんだろう?だっ

たら� ζ っちが健在世ってもしょうがない乙ゃないか。 ホントは今すぐにでも飛

んでいってやりたいく込いだj四一一一サンハウジングの� HPを莞てよ� iどんな

会社かわかるかち!� rわかったわかったj渋々、うなずく父母

央は実家に龍踏をする気は無いらしい。今度私かちかけてみよう。� 

2月s日

サンハウジングの事務摂にやって脅た告� 

H町の物件を購入する意恋を伝える。本契約は� 2月14日程

早速融棄について鴎ペなければ。

まずは大乎E銀持!こ行ってみる奇ローン強詣の$さんから融資についての説明

を受ける。夫の年収での器り入れ隈度額、口一ンの種類、年数等。� iまんの� o. 
01弘遭うだけで総支払額が一集に増える。金利って恐ろしい.� 

E担行を出て、近くのR金融へ。� E銀特よりかなり金利が高い。

その後、� O銀行へ邑フラット� 35の場合、中古性宅だと遥合証明がいるとのこ

と帯サンハウジングの社長さんに憶話をして伝えると、すぐに甑ペるとの返事。

対応が早くてありがたい。夕方社長さんから鷺話があった。� 

F 
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適合liE明を出してもらうには、なんと� 8万円もかかるらしい。しかも豊橋でも

年� 1件位しか出していないそうだ。� 35年もローンを組むわけではないので、� 

8万も出してフラット� 351こする必要は無い。� 

0銀行の次に、� Y銀行、� F銀行と銀行行脚。もうクタクタだ~。

お金の話、聞きなれない雷葉、数字の羅列。また頭痛が・.. 

新築の場合、ローンの事でも集者に全て任せてしまうことが殆どだ。でもそれ

ってちょっと怖い。やっぱり自分遣が組むローンの事なのだから、自分遣で調

べるべきなのではないかと思うo 業者が勧めるままに書類に判子を押し、こん

なはずではなかったと後で後悔しでも、もう遅い。� 

2月6日

夫の実家に電話をかける。お義母さんが出た。いろいろ心配かけてすみません。

「お義父さんはまだ心配してるみたいだけど、あなた遣が決断した事なのだか

ら、ニ人で頑張っていってねo ちょっと急だったから、びっくりしたけどね~。

手紙を出したから続んでね」と、お義母さん。サンハウジングの事や購入する

家について願序立てて説明した。� HPも見てくれるとのこと。� 

2月7日

お義母さんから電話があったo rサンハウジングのHP見たよ!なかなか一生懸

命な会社だねえ。」サンハウジングはチラシを出さず、� HPやクチコミでお客さ

んが来るのだと伝える。「へえ~。それはすごいよ。ホン卜に真面目にやってな

いとクチコミで商売なんでできないもんだよ」実家が自営業だったお義母さん

だからこそわかるのだろう。そうなんです。社長さんは真面目で、火の玉みた

いに熱くて、事務所の方も皆いい方なんですよ� l自分が信頼している会社を褒

めてもらえて、なんだか嬉しい。ありがとう、お義母さん。

父から携帯にメールがくる。� rHP見た。いい会社みたいだな」顔がニヤける。� 
~ ‘ 

A 
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21113日

サンハウジングの事務所。明日、どういう涜れで本契約が行われるか説瞬を受

ける。お童話!こなる開法書士さんの事務訴や法務恵の内外の写真をみせてもら

った。相前iこ、ここまでγ寧に説明してもらえる不動産屋はたぶん無いと患う。

明日の本契約の欝iこむの準備ができるし、あちがたい。 

2月 14日

今日は本契約。売主さん、売主<!ん側の不動産麗さんと 5入で行う。

社長さんが拠約書の染噴を一つ一つ読みながら、不明な農がSちれば説明してく

れる。サンハウジングiま本議!こ徹庖しているなあと思う 9

後で困ることが無い様、兜主、買主双方に斡款を理解してもらう為だ。

こちらは素人なので中々理解で者ず、何度も同じことを聞いてしまう。

社蝶さんは砦っと心の中では fいい加議、わかってくれよ !Je.患っている

比違いない。だけど嫌な顔もせず、安ちんと教えてくれる。さすがプロだなあ。 

2月22日

融資を受ける E銀行から、契約時の品喪書類が帯かれた欝便が語いた。

“新住所"の住民築と印鑑範明??

まだ転躍していないのに新住所って、どうすればいいのだろう・.臆

重量糞担織の Sさんに電話を入れる。 r実際、お引餓しされていなくても帯設所の

方で転居届けが出せますoJ. ・・えっ?そうなの?!旧住掃でも鐙配iまできる

が、後で新生所iこ変えるとをき 14万韓かかるという e

不安になって社長さんに徳認する。 rそうなんですよ、皆さんそれで諮まれるん

ですよね -J今の法律では、そうするしか方法が無いらしい。

なんだかおかしな顕だけど、 14万も払ラことを帯えると・・.

転接語[す、出しに持こう。 
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3月14B

いよいよ決済の日がやって悲た。

決済の前iこ融資の本契約を行う。金潤iま本契約時の金科が適用される。

先尭よりありがたいことに少し下がっていた。

失が契約書にサインする。較の購入が決旗ってから今日まで、一体どれだ(tの
寄鎖!こサインをしただろう窃新住所もすぐに覚えてしまったo 

1 0時に胃法書士さん、発主さん、不眠産農さんの7入が集まった。

一援だけ、うものロ鹿に大金が譲り込まれ、すぐに売窓会んの口.，=全て移さ

れた。銭が渡され、終了した。� 1時間後、横界誌の確認に行く� e

決法が無事終わり、ホッとしたのも束の間、今度!念事i践しだ。

まだまだこれからやることは山積み奇頑張らねば� i

最後に・・

長い物件に出会う易には、こちらの結にきちんと耳を様けてくれる、意績で

砦る不動産農さんを揮すことです母口先だけのセールストークや、ブランド

名、派手な宣伝に感わさオもないことが大朝だと患いました。

たとえ小書くてきL維な事務務でも、中長がギュ--っと語まった会社、それ

がサンハウジングです。

この約ニヶ丹、サンハウジング事んにiま本当にお世話iこなりましたe

魁強もたくさんさせて漬きました。感謝感認です。一つだけ心残りなのは、

サンハウジングさんに家を強ててもらえなかったことです。

この様な繋むな会社iま愛知謀どころか、畠本中密接してもなかなか無いので

はないかと思います。…人でも多くの人に、サンハウジングの扉を際Itても

らうことを心から顕っています。� 

λ 
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