1/1ページ

リビング仙台2016年5月2旧号
晦

3 12016年5月21日

6月4日(土)開催、参加無料！生前整理と不動産活用を学ぶ｢老い支度セミナー」
生前童理アドハイザーと縦輻士によっセミナーの紅は、限定25組の売却・貫貫個別相鱗会もあり
主催／仙台リビング新聞社協賛／三井不動産リアリテイ東北三井のリハウス協力／つばさ税理士法人
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