
広告有効期限　平成27年5月31日迄

【宅建業】神奈川県知事 (5) 第 21188 号【建設業】神奈川県知事許可 ( 般 -26) 第 63661 号
【賃貸住宅管理業】国土交通大臣 (1) 第 1521 号　( 公社 ) 首都圏不動産公正取引協議会加盟

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-621617
TEL：0465-62-1616
FAX：64-1902 湯河原町土肥 5-3-7
URL：http://www.scliving.co.jp

賃貸物件情報!!賃貸物件情報!!賃貸物件情報!!賃貸物件情報!! 359359

空室
対策

家賃
管理

賃貸物件について
 お悩みのオーナー様、
  全⼒でサポート致します!!

エス･シー

　リビング

エス･シー

　リビング

エス･シー

　リビング

ぜひぜひ
お気軽にお問合せ

下さい！
賃貸オーナー様

募集中!!

真鶴駅
　　利用の

真鶴駅
　　利用の
真鶴駅

　　利用の

80,0003DK

●所在：真鶴町真鶴　●交通：真鶴駅徒歩5分
●敷金・礼金：1ヶ月・無し　●専有面積：34.78㎡
●築年：昭和62年11月　●構造：木造2階建
●駐車場：近隣にあり(6,000円/月)

●所在：真鶴町真鶴　●交通：真鶴駅徒歩8分
●敷金・礼金：2ヶ月・無し　●専有面積：37.2㎡
●築年：昭和60年1月　●構造：軽量鉄骨造2階建
●駐車場：1台分賃料に含む

●所在：真鶴町真鶴　●交通：真鶴駅徒歩6分
●敷金・礼金：2ヶ月・1ヶ月　●専有面積：79.49㎡
●築年：昭和58年1月　●構造：木造2階建
●駐車場：1台分賃料に含む (媒介)(媒介)

(媒介)

(媒介)

(媒介) (媒介) (媒介)

(媒介) (媒介) (媒介)

★全室照明器具、ガスコンロ、
　モニター付インターホン付き！
★全室照明器具、ガスコンロ、
　モニター付インターホン付き！
★全室照明器具、ガスコンロ、
　モニター付インターホン付き！

★収納のたっぷりある
　テラスハウスタイプ
　のお部屋です！
★陽当たり良好で
　明るい室内です！

★収納のたっぷりある
　テラスハウスタイプ
　のお部屋です！
★陽当たり良好で
　明るい室内です！

★収納のたっぷりある
　テラスハウスタイプ
　のお部屋です！
★陽当たり良好で
　明るい室内です！

44,0002DK充実した

室内設備
！

49,0002DK使い勝手
の

良い間取
！

開放的な間取り！55,000 円/月

円/月

円/月

円/月

円/月

円/月

円/月3DK

●所在：湯河原町吉浜　●交通：真鶴駅徒歩11分
●敷金・礼金：2ヶ月・無し　●専有面積：66.11㎡
●築年：昭和61年4月　●構造：木造2階建
●駐車場：1台分賃料に含む

★周りに建物が少なく、
　2階からは海を望む
　ロケーション！
★角部屋のテラスハウス
　タイプ！

★周りに建物が少なく、
　2階からは海を望む
　ロケーション！
★角部屋のテラスハウス
　タイプ！

★周りに建物が少なく、
　2階からは海を望む
　ロケーション！
★角部屋のテラスハウス
　タイプ！

海を望む！

(媒介)

57,0001LDK

●所在：真鶴町真鶴　●交通：真鶴駅徒歩6分
●敷金・礼金：2ヶ月・無し　●専有面積：56.98㎡
●築年：昭和56年9月　●構造：RC造3階建
●駐車場：近隣に有り

広々したリビング！

(媒介)

40,0002DK

●所在：湯河原町吉浜　●交通：真鶴駅徒歩12分
●敷金・礼金：1ヶ月・無し　●専有面積：46.94㎡
●築年：昭和50年1月　●構造：木造平家建
●駐車場：相談

★陽当たり良好の平家！
★壁やクロス、襖は
　自由に変えてOK！
　詳しくはご相談
　下さい！

★陽当たり良好の平家！
★壁やクロス、襖は
　自由に変えてOK！
　詳しくはご相談
　下さい！

★陽当たり良好の平家！
★壁やクロス、襖は
　自由に変えてOK！
　詳しくはご相談
　下さい！

自分好みの部屋に！

(媒介)

75,0003DK

●所在：湯河原町吉浜
●交通：真鶴駅ﾊﾞｽ7分停歩3分
●敷金・礼金：2ヶ月・無し　●専有面積：70.37㎡
●築年：昭和55年7月　●構造：木造2階建
●駐車場：1台分賃料に含む

★玄関前の広いお庭で
　ガーデニングも
　楽しめます！
★ファミリーに
　おススメの3DK！

★玄関前の広いお庭で
　ガーデニングも
　楽しめます！
★ファミリーに
　おススメの3DK！

★玄関前の広いお庭で
　ガーデニングも
　楽しめます！
★ファミリーに
　おススメの3DK！

広々したお庭付！

(媒介)

75,0003DK

●所在：湯河原町吉浜　●交通：真鶴駅徒歩6分
●敷金・礼金：2ヶ月・1ヶ月　●専有面積：52㎡
●築年：平成元年9月　●構造：木造平家建
●駐車場：5,000円/月

★使い勝手の良い
　間取り！
★陽当たり良好で
　明るい室内です！

★使い勝手の良い
　間取り！
★陽当たり良好で
　明るい室内です！

★使い勝手の良い
　間取り！
★陽当たり良好で
　明るい室内です！

(媒介)

65,0003DK

●所在：真鶴町真鶴　●交通：真鶴駅徒歩8分
●敷金・礼金：2ヶ月・1ヶ月　●専有面積：59.62㎡
●築年：昭和62年3月　●構造：木造2階建
●駐車場：1台分賃料に含む

★窓が広く明るい室内！
★キッチン新品！
★床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張替え済！
★ブラウンの壁紙で
　おしゃれな室内！

★窓が広く明るい室内！
★キッチン新品！
★床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張替え済！
★ブラウンの壁紙で
　おしゃれな室内！

★窓が広く明るい室内！
★キッチン新品！
★床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張替え済！
★ブラウンの壁紙で
　おしゃれな室内！

陽当たり良好！！

円/月

●所在：真鶴町岩　●交通：真鶴駅徒歩9分
●敷金・礼金：2ヶ月・1ヶ月　●専有面積：40.57㎡
●築年：平成4年5月　●構造：木造2階建・2階
●駐車場：応相談

★室内大変綺麗なお部屋です！
　　陽当たりも良好！
★室内大変綺麗なお部屋です！
　　陽当たりも良好！
★室内大変綺麗なお部屋です！
　　陽当たりも良好！

50,0002DK広めの

ﾊﾞﾙｺﾆｰ付
！

円/月

●所在：真鶴町真鶴　●交通：真鶴駅徒歩5分
●敷金・礼金：2ヶ月・1ヶ月　●専有面積：45.54㎡
●築年：昭和53年7月　●構造：木造2階建･2階
●駐車場：1台分賃料に含む

55,0002DKたっぷり

収納付！
円/月

●所在：真鶴町真鶴　●交通：真鶴駅徒歩2分
●敷金・礼金：2ヶ月・1ヶ月　●専有面積：58.26㎡
●築年：昭和63年4月　●構造：RC造7階建･2階
●駐車場：近隣にあり

★駅徒歩２分のマンション、　
　　　　２面採光の角部屋です！
★駅徒歩２分のマンション、　
　　　　２面採光の角部屋です！
★駅徒歩２分のマンション、　
　　　　２面採光の角部屋です！

79,0003DK駅近
ﾏﾝｼｮﾝ!!

円/月

円/月

●所在：真鶴町岩　●交通：真鶴駅徒歩12分
●敷金・礼金：2ヶ月・1ヶ月　●専有面積：34.78㎡
●築年：平成2年5月　●構造：軽量鉄骨造2階建
●駐車場：応相談

★1階角部屋で陽当り・眺望良好！
　大手ハウスメーカー施工！
★1階角部屋で陽当り・眺望良好！
　大手ハウスメーカー施工！
★1階角部屋で陽当り・眺望良好！
　大手ハウスメーカー施工！

45,0002DKﾀﾞｰｸﾌﾞﾗ
ｳﾝの

室内！
円/月

●所在：湯河原町吉浜　●交通：真鶴駅徒歩13分
●敷金・礼金：2ヶ月・無し　●専有面積：59.50㎡
●築年：平成3年6月　●構造：木造2階建
●駐車場：5,000円/月

★上下の気にならないテラスハウス！
　　　　　　　南向きで明るい室内！
★上下の気にならないテラスハウス！
　　　　　　　南向きで明るい室内！
★上下の気にならないテラスハウス！
　　　　　　　南向きで明るい室内！

55,0003DK今月の

オススメ
!!

円/月

●所在：湯河原町吉浜　●交通：真鶴駅徒歩8分
●敷金・礼金：2ヶ月・無し　●専有面積：51.2㎡
●築年：平成6年8月　●構造：木造2階建
●駐車場：1台分賃料に含む

★真鶴駅徒歩圏内で通勤通学便利！
　　　　　　陽当り・眺望良好！
★真鶴駅徒歩圏内で通勤通学便利！
　　　　　　陽当り・眺望良好！
★真鶴駅徒歩圏内で通勤通学便利！
　　　　　　陽当り・眺望良好！

60,0003K人気の

ﾃﾗｽﾊｳｽ！
円/月

真鶴駅徒歩 11分

敷金･礼金 ：無し･無し

真鶴駅徒歩 11分

敷金･礼金 ：無し･無し

真鶴駅徒歩 11分

敷金･礼金 ：無し･無し

5,5005,5005,500 円 /月円 /月円 /月

吉浜吉浜吉浜月極

駐車場

★第 8 分団詰所

　徒歩 2 分 !!

★第 8 分団詰所

　徒歩 2 分 !!

★第 8 分団詰所

　徒歩 2 分 !!

★広くて停めやすい！★広くて停めやすい！★広くて停めやすい！

★リビング約１６帖の
　ゆったりしたお部屋！
★クロス貼替え済・
　キッチン新品交換で
　大変綺麗です！

★リビング約１６帖の
　ゆったりしたお部屋！
★クロス貼替え済・
　キッチン新品交換で
　大変綺麗です！

★リビング約１６帖の
　ゆったりしたお部屋！
★クロス貼替え済・
　キッチン新品交換で
　大変綺麗です！

★リビングとしても使えるDK！
　　脱衣室は無垢材を使用！
★リビングとしても使えるDK！
　　脱衣室は無垢材を使用！
★リビングとしても使えるDK！
　　脱衣室は無垢材を使用！

真鶴駅徒歩圏内！

★陽当たり良好のバルコニーで
　洗濯物もすぐ乾きます！
★陽当たり良好のバルコニーで
　洗濯物もすぐ乾きます！
★陽当たり良好のバルコニーで
　洗濯物もすぐ乾きます！



広告有効期限　平成27年5月31日迄

求む！
売り物件
求む！
売り物件
求む！
売り物件

【宅建業】神奈川県知事 (5) 第 21188 号【建設業】神奈川県知事許可 ( 般 -26) 第 63661 号
【賃貸住宅管理業】国土交通大臣 (1) 第 1521 号　( 公社 ) 首都圏不動産公正取引協議会加盟

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-621617
TEL：0465-62-1616
FAX：64-1902 湯河原町土肥 5-3-7
URL：http://www.scliving.co.jp

査定は です!!無料無料無料

片手で簡単に物件検索ができる

タッチパネル で

お客様のお好きな時間に
物件をお探し頂けます！

当社駐車場側に
ございます！
是非一度ご覧
下さい！！

戸建 ﾏﾝ
ｼｮﾝ

事業用
不動産土地

住まいのこと、資産のことなどでお困りな事が住まいのこと、資産のことなどでお困りな事が
ありましたらなんでもご相談下さい！ありましたらなんでもご相談下さい！
住まいのこと、資産のことなどでお困りな事が
ありましたらなんでもご相談下さい！
住まいのこと、資産のことなどでお困りな事が
ありましたらなんでもご相談下さい！

(媒介)(媒介)(媒介)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩13分
土地面積：111.83㎡(33.82坪）
床面積：132.36㎡（40.03坪）
構造・規模：木造瓦葺2階建　　
築年：昭和49年11月
都市計画：非線引　 用途地域：第1種住居地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(普通住居地区・甲地区)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩13分
土地面積：111.83㎡(33.82坪）
床面積：132.36㎡（40.03坪）
構造・規模：木造瓦葺2階建　　
築年：昭和49年11月
都市計画：非線引　 用途地域：第1種住居地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(普通住居地区・甲地区)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩13分
土地面積：111.83㎡(33.82坪）
床面積：132.36㎡（40.03坪）
構造・規模：木造瓦葺2階建　　
築年：昭和49年11月
都市計画：非線引　 用途地域：第1種住居地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(普通住居地区・甲地区)

戸
建
戸
建
戸
建

ゆったりとした間取り５DK、広縁付！ゆったりとした間取り５DK、広縁付！ゆったりとした間取り５DK、広縁付！

真鶴真鶴真鶴

(媒介)(媒介)(媒介)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩4分
土地面積：39.32㎡(11.89坪）
床面積：142.83㎡（43.20坪）
構造・規模：鉄骨造陸屋根3階建　　
築年：平成8年7月
都市計画：非線引　 用途地域：近隣商業地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(商業地区)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩4分
土地面積：39.32㎡(11.89坪）
床面積：142.83㎡（43.20坪）
構造・規模：鉄骨造陸屋根3階建　　
築年：平成8年7月
都市計画：非線引　 用途地域：近隣商業地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(商業地区)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩4分
土地面積：39.32㎡(11.89坪）
床面積：142.83㎡（43.20坪）
構造・規模：鉄骨造陸屋根3階建　　
築年：平成8年7月
都市計画：非線引　 用途地域：近隣商業地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(商業地区)

戸
建
戸
建
戸
建

1階はフリースペース、
　2･3階は住居スペースの一戸建て！
1階はフリースペース、
　2･3階は住居スペースの一戸建て！
1階はフリースペース、
　2･3階は住居スペースの一戸建て！

1,450万円真鶴真鶴真鶴
オススメ！オススメ！オススメ！オススメ！

万円吉浜吉浜吉浜
オススメ！オススメ！オススメ！オススメ！

万円吉浜吉浜吉浜
オススメ！オススメ！オススメ！オススメ！

900万円吉浜吉浜吉浜
オススメ！オススメ！オススメ！オススメ！

(媒介)(媒介)(媒介)

広々としたリビング！
　　リフォーム済みで大変綺麗です！
広々としたリビング！
　　リフォーム済みで大変綺麗です！
広々としたリビング！
　　リフォーム済みで大変綺麗です！

所在：湯河原町吉浜 　 交通：真鶴駅徒歩10分
構造・規模：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造7階建3階部分
専有面積：66.93㎡(20.24坪)壁芯
ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積：8.90㎡(2.69坪)
土地権利：所有権　　用途地域：第1種住居地域　　
築年：平成3年9月　　総戸数：76戸
管理形態：全部委託
管理費：16,005円/月　
修繕積立金：6,295円/月

所在：湯河原町吉浜 　 交通：真鶴駅徒歩10分
構造・規模：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造7階建3階部分
専有面積：66.93㎡(20.24坪)壁芯
ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積：8.90㎡(2.69坪)
土地権利：所有権　　用途地域：第1種住居地域　　
築年：平成3年9月　　総戸数：76戸
管理形態：全部委託
管理費：16,005円/月　
修繕積立金：6,295円/月

所在：湯河原町吉浜 　 交通：真鶴駅徒歩10分
構造・規模：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造7階建3階部分
専有面積：66.93㎡(20.24坪)壁芯
ﾊﾞﾙｺﾆｰ面積：8.90㎡(2.69坪)
土地権利：所有権　　用途地域：第1種住居地域　　
築年：平成3年9月　　総戸数：76戸
管理形態：全部委託
管理費：16,005円/月　
修繕積立金：6,295円/月
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所在：湯河原町吉浜　 交通：真鶴駅徒歩14分
土地面積：133.13㎡(40.27坪）
床面積：82.62㎡（24.99坪）
構造・規模：木造スレート葺2階建　　
築年：昭和56年10月
都市計画：非線引　 用途地域：無指定地域
建ﾍﾟｲ率：50%　　   容積率：100%
現況：居住中　　     地目：宅地
法令：景観法、建築基準法第22条区域

所在：湯河原町吉浜　 交通：真鶴駅徒歩14分
土地面積：133.13㎡(40.27坪）
床面積：82.62㎡（24.99坪）
構造・規模：木造スレート葺2階建　　
築年：昭和56年10月
都市計画：非線引　 用途地域：無指定地域
建ﾍﾟｲ率：50%　　   容積率：100%
現況：居住中　　     地目：宅地
法令：景観法、建築基準法第22条区域

所在：湯河原町吉浜　 交通：真鶴駅徒歩14分
土地面積：133.13㎡(40.27坪）
床面積：82.62㎡（24.99坪）
構造・規模：木造スレート葺2階建　　
築年：昭和56年10月
都市計画：非線引　 用途地域：無指定地域
建ﾍﾟｲ率：50%　　   容積率：100%
現況：居住中　　     地目：宅地
法令：景観法、建築基準法第22条区域
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２階から相模湾を望む！
　庭が広くピザ釜までついています！
２階から相模湾を望む！
　庭が広くピザ釜までついています！
２階から相模湾を望む！
　庭が広くピザ釜までついています！

1,250

(媒介)(媒介)(媒介)

広々とした敷地！陽光がいっぱい
　　　　　　　降り注ぐ南向きの土地！
広々とした敷地！陽光がいっぱい
　　　　　　　降り注ぐ南向きの土地！
広々とした敷地！陽光がいっぱい
　　　　　　　降り注ぐ南向きの土地！

990
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所在：湯河原町吉浜　 所在：湯河原町吉浜　 
交通：真鶴駅ﾊﾞｽ5分「白沼田」停歩5分交通：真鶴駅ﾊﾞｽ5分「白沼田」停歩5分
土地面積：440．00㎡(133.10坪）土地面積：440．00㎡(133.10坪）
都市計画：非線引　 用途地域：無指定地域都市計画：非線引　 用途地域：無指定地域
建ﾍﾟｲ率：60%　　   容積率：200%建ﾍﾟｲ率：60%　　   容積率：200%
現況：古家有り　　  地目：宅地現況：古家有り　　  地目：宅地
法令：景観法・建築基準法第22条区域法令：景観法・建築基準法第22条区域
その他：共有持分地有り　地目 公衆用道路その他：共有持分地有り　地目 公衆用道路
　　　 地積478㎡のうち持分2分の1　　　 地積478㎡のうち持分2分の1

所在：湯河原町吉浜　 
交通：真鶴駅ﾊﾞｽ5分「白沼田」停歩5分
土地面積：440．00㎡(133.10坪）
都市計画：非線引　 用途地域：無指定地域
建ﾍﾟｲ率：60%　　   容積率：200%
現況：古家有り　　  地目：宅地
法令：景観法・建築基準法第22条区域
その他：共有持分地有り　地目 公衆用道路
　　　 地積478㎡のうち持分2分の1

所在：湯河原町吉浜　 
交通：真鶴駅ﾊﾞｽ5分「白沼田」停歩5分
土地面積：440．00㎡(133.10坪）
都市計画：非線引　 用途地域：無指定地域
建ﾍﾟｲ率：60%　　   容積率：200%
現況：古家有り　　  地目：宅地
法令：景観法・建築基準法第22条区域
その他：共有持分地有り　地目 公衆用道路
　　　 地積478㎡のうち持分2分の1

(媒介)(媒介)(媒介)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩3分
土地面積：128.49㎡(38.86坪）
床面積：252.51㎡（76.38坪）
構造・規模：鉄骨造陸屋根3階建　　
築年：昭和54年11月
都市計画：非線引　 用途地域：近隣商業地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(商業地区)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩3分
土地面積：128.49㎡(38.86坪）
床面積：252.51㎡（76.38坪）
構造・規模：鉄骨造陸屋根3階建　　
築年：昭和54年11月
都市計画：非線引　 用途地域：近隣商業地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(商業地区)

所在：真鶴町真鶴　 交通：真鶴駅徒歩3分
土地面積：128.49㎡(38.86坪）
床面積：252.51㎡（76.38坪）
構造・規模：鉄骨造陸屋根3階建　　
築年：昭和54年11月
都市計画：非線引　 用途地域：近隣商業地域
建ﾍﾟｲ率：80%　　   容積率：200%
現況：空家　　　     地目：宅地
法令：まちづくり条例(商業地区)
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1階は住居スぺース、2･3階は
　店舗・事務所として利用出来ます！
1階は住居スぺース、2･3階は
　店舗・事務所として利用出来ます！
1階は住居スぺース、2･3階は
　店舗・事務所として利用出来ます！

1,200万円真鶴真鶴真鶴
オススメ！オススメ！オススメ！オススメ！

780万円

オススメ！オススメ！オススメ！オススメ！

(媒介) (媒介)

吉浜吉浜吉浜
万円3,8503,8503,850

●所在：湯河原町吉浜　 
●交通：真鶴駅徒歩16分
●土地面積：333.42㎡(100.85坪）
●床面積：134.98㎡(40.83坪）
●構造・規模：木造スレート葺2階建　　
●築年：平成11年2月
●都市計画：非線引　 
●用途地域：第1種住居地域
●建ﾍﾟｲ率：60%　　  ●容積率：200%
●現況：空家　　    　●地目：宅地
●法令：景観法、建築基準法第22条区域

●所在：湯河原町吉浜　 
●交通：真鶴駅徒歩16分
●土地面積：333.42㎡(100.85坪）
●床面積：134.98㎡(40.83坪）
●構造・規模：木造スレート葺2階建　　
●築年：平成11年2月
●都市計画：非線引　 
●用途地域：第1種住居地域
●建ﾍﾟｲ率：60%　　  ●容積率：200%
●現況：空家　　    　●地目：宅地
●法令：景観法、建築基準法第22条区域

●所在：湯河原町吉浜　 
●交通：真鶴駅徒歩16分
●土地面積：333.42㎡(100.85坪）
●床面積：134.98㎡(40.83坪）
●構造・規模：木造スレート葺2階建　　
●築年：平成11年2月
●都市計画：非線引　 
●用途地域：第1種住居地域
●建ﾍﾟｲ率：60%　　  ●容積率：200%
●現況：空家　　    　●地目：宅地
●法令：景観法、建築基準法第22条区域

山口の
おススメ！！

店長

戸建戸建戸建 吉浜吉浜吉浜
万円2,4502,4502,450

●所在：湯河原町吉浜　 
●交通：真鶴駅ﾊﾞｽ5分「天保山」停歩3分
●土地面積：1,055㎡(319.13坪）
●都市計画：非線引　 
●用途地域：無指定地域
●建ﾍﾟｲ率：60%　　  ●容積率：200%
●現況：ミカン畑      　●地目：畑
●法令：都市計画法第29条、景観法、
　　　  建築基準法第22条区域、
               神奈川県建築基準条例
●その他：要農地法5条申請、分割相談可

●所在：湯河原町吉浜　 
●交通：真鶴駅ﾊﾞｽ5分「天保山」停歩3分
●土地面積：1,055㎡(319.13坪）
●都市計画：非線引　 
●用途地域：無指定地域
●建ﾍﾟｲ率：60%　　  ●容積率：200%
●現況：ミカン畑      　●地目：畑
●法令：都市計画法第29条、景観法、
　　　  建築基準法第22条区域、
               神奈川県建築基準条例
●その他：要農地法5条申請、分割相談可

●所在：湯河原町吉浜　 
●交通：真鶴駅ﾊﾞｽ5分「天保山」停歩3分
●土地面積：1,055㎡(319.13坪）
●都市計画：非線引　 
●用途地域：無指定地域
●建ﾍﾟｲ率：60%　　  ●容積率：200%
●現況：ミカン畑      　●地目：畑
●法令：都市計画法第29条、景観法、
　　　  建築基準法第22条区域、
               神奈川県建築基準条例
●その他：要農地法5条申請、分割相談可

土地土地土地

副店長

室伏の
おススメ！！

真鶴駅利⽤真鶴駅利⽤真鶴駅利⽤ のの
オススメオススメオススメオススメ

売買物件特集！売買物件特集！売買物件特集！売買物件特集！
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