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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

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

閑静な住宅地
330.57㎡
（99.99坪）

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　徒歩16分
◆所在／平塚市菫平
◆土地／各130.54㎡（39.48坪）
◆地目／更地
◆用途/第1種中高層住専
◆建ペイ率／60％　◆容積率／200％
◆現況／古家有
※全3区画今回販売2区画

★当社分譲地！ 更地になりました♪
★売主につき仲介手数料不要
★閑静な住宅地
★花水小学校区内

1,780万円

売店舗 本 厚 木

◆交通／小田急線「本厚木」駅
　　　　徒歩21分
◆所在／厚木市水引2丁目
◆土地／83.98㎡（25.40坪）
◆建物／98.32㎡（29.74坪）
◆構造／木造2階建
◆築年／平成11年5月

★412号線沿いの店舗です
★大通りに面し、視認性の高い立地！

（媒介）
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価格変更

とっても可愛い
オシャレな建物です！現地前面道路

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 （媒介）
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風情ある古民家

相模湾一望

8,600万円
外観

眺望暖炉

囲炉裏

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）

04

南道路

諸条件相談可

2,750万円

中古一戸建 めぐみが丘

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス26分停歩1分
◆所在／平塚市めぐみが丘2丁目
◆土地／206.43㎡（62.44坪）
◆建物／106.40㎡（32.18坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／4LDK
◆築年／平成18年8月

★閑静な湘南めぐみが丘
　分譲地内
★土地広 6々2坪の
　整形地
★カースペース広々

（媒介）
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土地62坪

★滋賀県長浜の余呉型
　古民家（明治元年築）を
　昭和63年に移築！
★暖炉のあるリビング
　広 3々0帖以上
★茶室に囲炉裏と床暖房有

売主

売店舗

880万円マンション エクレール二宮A棟

◆交通／東海道線「二宮」駅
　　　　バス7分停歩2分
◆所在／中郡二宮町山西
◆専有／74.61㎡　◆バルコニー／7.78㎡
◆構造／RC造5階建2階部分
◆間取／3LDK　◆築年／昭和57年8月築
◆管理費／月額8,4000円　◆修繕積立金／月額6,720円
◆管理形態／日勤

採光の良いリバーサイドマンション
ペット飼育可(細則有)

（媒介）
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海望む
1,880万円＜税込＞マンションココス八重咲

◆交通／東海道線「平塚」駅徒歩3分
◆所在／平塚市八重咲町
◆専有／58.03㎡
◆バルコニー／4.09㎡
◆構造／SRC造10階建の7階部分
◆間取／3LDK　◆築年／昭和53年9月
◆管理費／月額9,980円　◆修繕積立金／月額8,940円
◆管理形態／日勤

令和2年9月リフォーム済
7階部分で眺望良好

（媒介）
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駅徒歩3分
1,750万円店舗付アパート西小磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩19分
◆所在／中郡大磯町西小磯
◆土地／168.03㎡（50.82坪）
◆建物／152.36㎡（46.08坪）
◆構造／軽量鉄骨造2階建
◆間取／2K＋2K＋店舗
◆築年／平成4年7月

満室時想定利回り約13.7%
駅徒歩19分

（媒介）
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投資用
900万円中古一戸建 南金目

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス20分停歩10分
◆所在／平塚市南金目
◆土地／251.15㎡（75.97坪）
◆建物／131.78㎡（39.86坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／7DK
◆築年／昭和46年1月

南東・北東の角地
敷地広 7々5坪

（媒介）
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7DK
1,500万円中古一戸建 土　屋

◆交通／小田急線「秦野」駅
　　　　バス14分停歩9分
◆所在／平塚市土屋
◆土地／154.55㎡（46.75坪）
◆建物／90.25㎡（27.30坪）
◆構造／木造2階建
◆間取／3LDK
◆築年／平成18年1月

太陽光発電システム付
東南道路で陽当り良好

（媒介）
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平成18年築

1,290万円売　地 月　京

◆交通／東海道線「二宮」駅
　　　　バス10分停歩2分
◆所在／中郡大磯町月京
◆土地／239.37㎡（72.40坪）
◆地目／宅地
◆都市計画／市街化調整区域(第1種低層住専に準ずる)
◆建ペイ率／50％　◆容積率／100％
◆現況／古家有

南道路の整形地
国府小学校まで約300mです

（媒介）
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土地広 7々2坪

580万円売　地 土　屋

◆交通／小田急線「秦野」駅
　　　　バス14分停歩1分
◆所在／平塚市土屋
◆土地／230.94㎡（69.85坪）
◆地目／宅地・山林
◆都市計画／市街化調整区域
◆現況／更地
※建築不可

土地広 6々9坪
資材置き場・駐車場等に適す

（媒介）
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整形地

1,290万円売　地 河　内

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス17分停歩5分
◆所在／平塚市河内
◆土地／135.34㎡（40.94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／更地

土地40坪の平坦地
建築条件なし

（媒介）
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閑静な住宅地
1,480万円売　地 上吉沢

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス24分停歩5分
◆所在／平塚市上吉沢
◆土地／163.40㎡（49.42坪）・100㎡（30.25坪）
◆地目／宅地・雑種地
◆都市計画／市街化調整区域(第1種低層住専に準ずる)
◆建ペイ率／50％　◆容積率／100％
◆現況／更地

100㎡の雑種地付
家庭菜園・駐車場等用途いろいろ♪

（媒介）
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南西・北西角地
1,480万円売　地 田村6丁目

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス18分停歩5分
◆所在／平塚市田村6丁目
◆土地／198.99㎡（60.19坪）
◆地目／宅地・畑・田
◆用途／第1種住居地域
◆建ペイ率／60％　◆容積率／200％
◆現況／更地

間口約22.6ｍで8.6ｍ公道面
商業施設充実な好立地です!

（媒介）
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土地広 6々0坪
1,770万円各売　地 東中原

◆交通／東海道線「平塚」駅
　　　　バス12分停歩6分
◆所在／平塚市東中原2丁目
◆土地／114.78㎡（34.72坪）～114.92㎡（34.76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／更地
※全5区画今回販売2区画

全5区画の分譲地
土地34坪の整形地

（媒介）
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建築条件なし
2,980万円売　地 東小磯

◆交通／東海道線「大磯」駅
　　　　徒歩10分
◆所在／中郡大磯町東小磯
◆土地／215.94㎡（65.32坪）
◆地目／宅地　◆用途／第1種住居地域
◆建ペイ率／60％　◆容積率／200％
◆現況／古家有
※セットバック約9.6㎡要

土地広 6々5坪の整形地
風情ある大磯駅徒歩圏の立地です♪

（媒介）
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駅徒歩10分

2,750万円各

売　地

菫　平
01

一括売
相談可

130.54㎡
（39.48坪）

130.54㎡
（39.48坪）

公道

A-2 A-3

約7.9M 約7.8M

現地南側

現地北側

中古一戸建 大　磯07

1,080万円
◆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※現在賃貸中

★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）

駅徒歩7分

オーナーチェンジ

全居室南向き
外観


