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0463- 25-0120
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ご売却の事ならお任せ下さい。
自信があります！
秘密厳守！まずはご相談下さい！
お客様にとって、より良いご提案をさせて頂きます！

TERRA CORPORATION ホームページ公開中！！会員限定で未公開物件情報GET!!

テラコーポレーション 検 索検 索
Click!!

こんなにも
お得な情報
満載！！

お問い合わせは

1,080万円

中古一戸建 片　岡

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス18分停歩5分
◆所在／平塚市片岡
◆土地／133.00㎡（40.23坪）
◆建物／102.41㎡（30.97坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／4LDK
◆築年／平成2年2月

★全室南向きで陽当り
　サンサン♪
★全室6帖以上の4LDK
★小屋裏収納大変広いので
　居室として利用可能です！

（媒介）
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南道路

土地40坪

1,280万円

中古一戸建 大　磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩7分
◆所在／中郡大磯町大磯
◆土地／117.05㎡（35.40坪）
◆建物／106.30㎡（32.15坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／4DK＋納戸
◆築年／昭和61年7月

★海まで徒歩2分
★釣りやマリンスポーツ
　好きの方にオススメ

（媒介）
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駅徒歩7分

全居室南向き

4,800万円

売　地 中　里

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩28分
◆所在／平塚市中里
◆土地／446.28㎡（134.99坪）
◆地目／宅地
◆用途/第1種中高層住専
◆建ペイ率／60％　◆容積率／200％
◆現況／古家有

★南西道路で
　前面道路約10m
★整形地

（媒介）
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土地約135坪

1,680万円

中古一戸建 長　持

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス17分停歩6分
◆所在／平塚市長持
◆土地／110.25㎡（33.35坪）
◆建物／83.99㎡（25.40坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／4LDK
◆築年／平成10年2月

★南庭広く陽当り良好
★土地33坪・間口の
　広い整形地です

（媒介）
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カースペース
並列２台可

4LDK

2,300万円

売　　地 西 小 磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩16分
◆所在／中郡大磯町西小磯
◆土地／165.28㎡（49.99坪）
◆地目／宅地
◆用途/第1種低層住専
◆建ペイ率／50％ ◆容積率／100％
◆現況／古家有

★土地広々約50坪の整形地★駅まで平坦徒歩16分
★建築条件ありません★閑静な住宅地

（媒介）
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土地
約５０坪 165.28㎡

（49.99坪）

1,280万円＜税込＞
中古一戸建中   里

◆交通／東海道線「二宮」駅
　　　　バス9分停歩1分
◆所在／中郡二宮町中里２丁目
◆土地／75.33㎡（22.79坪）
◆建物／81.81㎡（24.75坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／3LDK
◆築年／平成3年11月

★平成31年4月内・外装リフォーム済
★閑静な住宅地★開放感有

（媒介）
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眺望良好

980万円中古一戸建山　西

◆交通／東海道線「二宮」駅
　　　　バス10分停歩8分
◆所在／中郡二宮町山西
◆土地／656.93㎡（198.72坪）
◆建物／40.76㎡（12.32坪）
◆構造／木造平屋建
◆間取／3K
◆築年／昭和52年5月

★土地広 1々98坪付住宅です!
★再建築可なので新築用地としてもどうぞ

（媒介）
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平屋建

2,000万円中古一戸建豊原町

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス10分停歩3分
◆所在／平塚市豊原町
◆土地／120.54㎡（36.46坪）
◆建物／107.39㎡（32.48坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／6K
◆築年／平成元年3月

★間取り6Kで大家族向き
★東南角地につき陽当り良好

（媒介）
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居室6部屋

2,480万円売　　地 西八幡

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩24分
◆所在／平塚市西八幡4丁目
◆土地／250.00㎡（75.63坪）
◆地目／雑種地
◆用途/第1種住居地域
◆建ペイ率／60％　◆容積率／200％
◆現況／駐車場

☆駅徒歩圏で住環境良好
☆建築条件なし

（媒介）
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土地75坪超

3,200万円売　　地 中　里

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス12分停歩3分
◆所在／平塚市中里
◆土地／300.00㎡（90.75坪）
◆地目／宅地
◆用途/第1種中高層住専
◆建ペイ率／60％　◆容積率／200％
◆現況／古家有

☆住環境良好で閑静な住宅地
☆建築条件なし

（媒介）
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土地90坪超

11,480万円マンションチュリス平塚

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩10分
◆所在／平塚市浅間町
◆専有／73.23㎡
◆バルコニー／4.37㎡◆構造／RC造12階建の10階部分
◆間取／3LDK◆築年／昭和49年11月築
◆管理費／月額11,160円◆修繕積立金／月額11,380円
◆管理形態／日勤

★10階の南向きで陽当り・眺望良好
★管理体制良好

（媒介）
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駅徒歩10分

11,490万円＜税込＞
マンションコートヒルズ湘南・日向岡

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス18分停歩1分
◆所在／平塚市日向岡2丁目
◆専有／80.05㎡◆リビングテラス／24.30㎡　
◆構造／RC造8階建2階部分
◆間取／3LDK＋WIC　◆築年／平成4年8月築
◆管理費／月額11,400円◆修繕積立金／月額16,990円
◆管理形態／日勤

★リビングテラス広 2々4.30㎡
★駐車場1台専用使用権付（2,500円/月）

（媒介）
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リノベーション済

2,980万円中古一戸建百合が丘

◆交通／東海道線「二宮」駅
　　　　バス12分停歩2分
◆所在／中郡二宮町百合が丘3丁目
◆土地／482.33㎡（145.90坪）
◆建物／166.64㎡（50.40坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／2LDK＋納戸・2DK＋納戸
◆築年／平成11年5月

★土地広 1々45坪★広 5々0坪の2×4住宅
★南庭広く陽当り良好

（媒介）
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2世帯住宅

2,780万円＜税込＞
新築一戸建馬入本町

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩14分
◆所在／平塚市馬入本町
◆土地／60.13㎡（18.18坪）
◆建物／88.39㎡（26.73坪）
◆構造／木造3階建
◆間取／1LDK＋納戸×2
◆築年／令和元年7月

★7帖と5.87帖の納戸付
★完成済・即入居可の新築住宅です

（媒介）
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駅徒歩14分

専有99.91㎡
1,980万円

マンション 平塚ガーデンホームズ2号棟

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス10分停歩2分
◆所在／平塚市唐ケ原
◆専有／99.91㎡　◆バルコニー／10.96㎡
◆構造／RC造5階建の4階部分
◆間取／4LDK　◆築年／昭和58年10月築
◆管理費／月額16,320円　◆修繕積立金／月額17,680円
◆管理形態／日勤 （媒介）
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バルコニー
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★前面棟が無いので、明るく眺望良好です
★H30年お風呂・ガスレンジ交換
★H26年トイレ・フローリング
　クロス貼替

★大変きれいです
★即入居可！

2,000万円1億

中古一戸建 西 小 磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩23分
◆所在／中郡大磯町西小磯
◆土地／646㎡（195.41坪）
◆建物／225.89㎡（68.33坪）
◆構造／木・鉄骨造地下1階付平屋建
◆間取／4LDK+ミニキッチン+茶室
◆築年／昭和63年1月築

★滋賀の長浜から移築した
　正真正銘の古民家です！
★歴史的な建造物といっても
　過言ではありません
★リビングから、相模湾の素晴らしい
　眺望をご堪能下さい！！

（媒介）
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相模湾一望

1,280万円

中古一戸建 徳　延

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス10分停歩2分
◆所在／平塚市徳延
◆土地／105.70㎡（31.97坪）
◆建物／69.40㎡（20.99坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／3DK+納戸
◆築年／昭和54年12月築

★ヨークマート・コンビニ
　郵便局など便利な
　施設が揃って住環境良好！
★軽駐車２台可

（媒介）
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全居室南向き

謹賀新年
皆様の暖かいご助言や叱咤激励の数々に支えられ、

お陰様で１５周年を迎えることが出来ました。本当に、本当にありがとうございます。

本年も皆様のお役に立てる宅建業者をめざし、心新たに社員一同精進して参ります。

皆様にとって素敵な一年となりますよう

ご来店 心よりお待ち申し上げます !

皆様の暖かいご助言や叱咤激励の数々に支えられ、

お陰様で１５周年を迎えることが出来ました。本当に、本当にありがとうございます。

本年も皆様のお役に立てる宅建業者をめざし、心新たに社員一同精進して参ります。

皆様にとって素敵な一年となりますよう

ご来店 心よりお待ち申し上げます ! TERRA CORPORATION
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テラコーポレーションに行こう！！

初公開

公道
約10Ｍ

446.28㎡
（134.99坪）


