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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！
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こんなにも
お得な情報
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お問い合わせは

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）

08

駅徒歩7分

全居室南向き

1,180万円

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

2,480万円売　　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／更地

☆駅徒歩圏で住環境良好
☆建築条件なし

（媒介）

17

土地75坪超

150万円売　　地 土　 屋

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス26分停歩12分
◆所在／平塚市土屋
◆土地／87㎡（26.31坪） ◆地目／山林
◆都市計画／市街化調整区域
◆現況／更地
※建築不可

☆家庭菜園や資材置き場に適す☆整形地で使い勝手良好
☆緑溢れる閑静な立地です☆前面道路４Ｍ舗装済で

（媒介）
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家庭菜園

2,799万円＜税込＞
中古一戸建 菫    平

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩18分
◆所在／平塚市菫平
◆土地／87.38㎡（26.43坪）
◆建物／85.36㎡（25.82坪）
◆構造／木造2階建 ◆間取／3LDK＋WIC
◆築年／平成15年12月

☆令和元年12月内装リフォーム済
☆閑静な住宅地☆吹抜けのあるLDK17帖

（媒介）
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価格変更

2,580万円中古一戸建本町2丁目

◆交通／小田急線「秦野」駅
　　　　徒歩9分
◆所在／秦野市本町2丁目
◆土地／264.70㎡（80.07坪）
◆建物／54.54㎡（16.49坪）
◆構造／木造2階建　◆間取／4LDK
◆築年／昭和４９年５月

☆平成29年大規模リフォーム済！
☆駅徒歩9分♪土地広 8々0坪!お庭広いです！

（媒介）
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土地80坪超

1,990万円売　　地 立 野 町

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩21分
◆所在／平塚市立野町
◆土地／153.41㎡（46.40坪）
◆地目／宅地  ◆用途/近隣商業地域
◆建ペイ率／80％  ◆容積率／200％
◆現況／更地

☆人気の立野町☆都市ガス地域
☆建築条件なし

（媒介）
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東南角地

1,950万円売　　地 黒 部 丘

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩26分
◆所在／平塚市黒部丘
◆土地／156.04㎡（47.20坪）
◆地目／宅地
◆用途/第1種低層住専◆建ペイ率／60％◆容積率／100％
◆現況／更地

☆平塚海岸まで約900m
☆建築条件なし

（媒介）
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土地広 4々7坪

1,080万円マンション プリメーラ平塚

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩5分
◆所在／平塚市老松町　◆専有／63.81㎡
◆バルコニー／5.50㎡◆構造／SRC造11階建3階部分
◆間取／3DK◆築年／昭和53年3月築
◆管理費／月額7,250円◆修繕積立金／月額8,140円
◆管理形態／常駐

☆南向きで陽当り良好
☆通勤・通学等便利な好立地

（媒介）

19

駅より平坦徒歩5分

800万円マンション 平塚スカイハイツ

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス12分停歩1分
◆所在／平塚市大原　◆専有／63.07㎡
◆バルコニー／7.04㎡◆構造／SRC造7階建1階部分
◆間取／2LDK＋納戸◆築年／昭和58年7月築
◆管理費／月額7,380円◆修繕積立金／月額15,390円
◆管理形態／日勤

☆平塚総合公園まで徒歩1分
☆南向きで陽当り良好

（媒介）
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専用庭付

2,980万円マンション パシフィックパレス大磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩5分
◆所在／中郡大磯町大磯　◆専有／107.34㎡
◆バルコニー／15.20㎡　◆構造／RC造3階建2階部分
◆間取／3LDK＋WIC　◆築年／昭和63年9月築
◆管理費／月額42,900円◆修繕積立金／月額16,100円
◆管理形態／日勤

☆駅徒歩5分の好立地
☆専用庭付（30㎡・600円/月）

（媒介）
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専有107㎡

2,280万円売　　地 大　磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩6分
◆所在／中郡大磯町大磯
◆土地／142.06㎡（42.97坪）
◆地目／宅地　◆用途/近隣商業地域
◆建ペイ率／80％　◆容積率／200％
◆現況／古家有・更地渡し

☆両面道路で開放感のある整形地
☆お好みのハウスメーカーで建築可

（媒介）
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駅徒歩6分

2,480万円売　　地 東 小 磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩15分
◆所在／中郡大磯町東小磯
◆土地／233.00㎡（70.48坪）
◆地目／畑　◆用途/第1種低層住専
◆建ペイ率／50％　◆容積率／100％
◆現況／更地　　　　　　　　

☆土地広 7々0坪の整形地
☆駅徒歩15分の好立地

（媒介）
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建築条件なし

3,480万円＜税込＞
店舗・戸建 袖 ヶ 浜

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩17分
◆所在／平塚市袖ヶ浜
◆土地／150.85㎡（45.63坪）
◆建物／153.91㎡（46.55坪）
◆構造／木造2階建
◆築年／平成13年11月

☆趣のある和風造りの店舗
☆戸建住宅に改装も可能です

（媒介）
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売店舗

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）

02 価格変更

相模湾一望

1,100万円

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）

04

全居室南向き

価格変更

価格変更

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

公道
約10Ｍ

446.28㎡
（134.99坪）

120万円

売　地 土　屋

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス29分停歩9分
◆所在／平塚市土屋
◆土地／126㎡（38.11坪）
◆地目／山林
◆都市計画／市街化調整区域
◆現況／更地
※建築不可

★家庭菜園や
　資材置き場に適す

（媒介）
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38坪の整形地

8,600万円専有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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★Ｒ２年２月システムキッチン交換
　洋室フローリング貼替
★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

★前面棟が無いので、
　明るく眺望良好です

初公開

4,600万円

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／330.57㎡（99.99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

★駅まで平坦徒歩１６分！
★敷地約１００坪！
★ガーデンニングし放題！

（媒介）
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整 形 地

バルコニー

玄関

LDK
約18.3帖

洋室
約7.3帖

洋室
約5.4帖

洋室
約6.2帖
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浴室

リビング

キッチン

眺望

330.57㎡
（99.99坪）

外観

眺望露天風呂囲炉裏


