
逗子・葉山エリア地域密着
おかげさまで創業36年

35 年 以 上の信 頼と実 績が、
違いの証 。

大 募 集
売 却 不 動 産

■交通／JR横須賀線「逗子」駅徒歩15分■総棟数／2棟■今回販売棟数／2棟■
土地権利／所有権■地目／宅地■土地面積／A号棟：69.89㎡・B号棟：69.91㎡■
建物面積／A号棟：128.58㎡・B号棟：115.35㎡※各棟共車庫面積約15.15㎡含む■
構造／木造3階建■間取／A号棟：3SLDK・B号棟：4LDK■築年月／平成31年2
月末日完成済■用途地域／近隣商業地域■接道／北側幅員約10.5ｍ公道、東側
幅員約10.5ｍ公道■設備／公営水道・本下水・都市ガス■現況／完成済■引渡／
相談■所在地／逗子市桜山5丁目■取引態様／媒介

06
新築分譲 逗子市桜山5丁目

●JR横須賀線「逗子」駅徒歩15分
●鎌倉・葉山・横浜へもアクセス良好
●スーパー・コンビニ・医療施設など
　周辺環境良好
●フラット35省エネ基準対応住宅 建物外観

販売価格
（税込）／ 3,280 万円（A号棟）・3,480万円（B号棟）

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス14分「滝の坂」停歩12分、又は京浜急行逗子線
「新逗子」駅バス12分「滝の坂」停歩12分■土地権利／所有権■地目／宅地■土
地面積／165.32㎡■用途地域／第1種低層住居専用地域■接道／北側幅員約6.2
ｍ公道■建ぺい率／40％■容積率／80％■設備／公営水道・本下水（現況：浄化
槽）・都市ガス■現況／古家有■引渡／相談■所在地／三浦郡葉山町下山口■
取引態様／媒介

0１
土　地 葉山町下山口

●建築条件なし
●前面道路との
　高低差ほぼなし
●土地約50坪超
●一色台分譲地内で
　自然豊かな住環境
●開発分譲地内 販売現地（古家有）

■交通／JR横須賀線「逗子」駅徒歩7分、又は京急逗子線「新逗子」駅徒歩9分■
土地面積／143.26㎡内路地状部分面積約32㎡含む■土地権利／所有権■建物
面積／105.37㎡■構造／木造2階建■間取／4LDK＋ロフト■完成予定年月／平
成31年4月末完成予定■用途地域／近隣商業地域■接道／東南側幅員約4.3ｍ
公道■設備／公営水道・本下水・都市ガス■現況／建築中■建築確認番号／第
AI建築確認00-1800894号■引渡／相談■所在地／逗子市久木3丁目■取引態様
／媒介

10
新築分譲 逗子市久木3丁目

●JR横須賀線「逗子」駅徒歩7分

　京急逗子線「新逗子」駅徒歩9分

●土地面積約43坪・建物面積約31坪

●久木小・久木中学区

●カースペース3台分あり（車種による） 建物外観（施工中）

販売価格
（税込）／ 4,980万円

販売
価格／1,980万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅徒歩15分■土地権利／所有権■地目／田（要農
転）■土地面積／80.94㎡■用途地域／第1種住居地域■接道／西側幅員約10.0
ｍ公道、南側幅員約1.3ｍ公道（法外道路）■建ぺい率／60％■容積率／200％■
設備／公営水道・本下水・個別プロパンガス■現況／更地■引渡／相談■所在地
／逗子市久木5丁目■取引態様／媒介

02
土　地 逗子市久木5丁目

●JR横須賀線

　「逗子」駅徒歩15分

●駅まで平坦で歩けます

●県道205号線沿い、

　事業用途にもご検討ください
 販売現地

販売
価格／2,180万円

●建築条件なし、お好みのハウスメーカーで建築可能です

■交通／JR横須賀線「東逗子」駅徒歩10分■土地権利／所有権■地目／宅地■
土地面積／203.02㎡■用途地域／第1種低層住居専用地域■接道／東側幅員約
4.0ｍ私道■建ぺい率／50％■容積率／100％■設備／公営水道・本下水・個別プ
ロパンガス■現況／古家有（現況引渡し）■引渡／相談■所在地／逗子市沼間4
丁目■取引態様／媒介■備考／建物内告知事項あり

04
土　地 逗子市沼間4丁目

●JR横須賀線「東逗子」駅徒歩10分

●閑静な住宅地、

　陽当り・通風・住環境良好

●建築条件なし

●古家付きの為、中古戸建として利用可

●JR横須賀線「逗子」駅徒歩18分
　京浜急行逗子線
　「新逗子」駅徒歩16分
　JR横須賀線「東逗子」駅徒歩11分
●建築条件なし、
　お好みのハウスメーカーで
　建築可能です。

 販売現地（古家有）

販売
価格／2,580万円

■交通／京浜急行逗子線「新逗子」駅バス30分「佐島港前」停歩5分■土地権利／
所有権■地目／宅地■土地面積／285.21㎡■用途地域／第2種中高層住居専用
地域■接道／北側幅員約8.0ｍ公道■建ぺい率／60％■容積率／200％■設備／
公営水道・公共下水・個別プロパンガス■現況／更地（駐車場）■引渡／相談■所
在地／横須賀市佐島3丁目■取引態様／媒介

05
土　地 横須賀市佐島3丁目

●佐島マリーナ
　天神島
　入口至近
●土地面積
　285.21㎡（86.27坪）
●建ぺい率60％
　容積率200％
●現況更地 販売現地

販売
価格／3,500万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅徒歩18分、又は京浜急行逗子線「新逗子」駅徒歩
16分、又はJR横須賀線「東逗子」駅徒歩11分■土地権利／所有権■地目／宅地■
土地面積／229.92㎡他私道持分140.96㎡の内持分1/3有■用途地域／第1種低層
住居専用地域■接道／東側幅員約4.5ｍ道路（位置指定道路・神奈川県指令1560
第5012号（工事中））■建ぺい率／50％■容積率／100％■設備／公営水道・本下
水・都市ガス■現況／宅地造成中■引渡／平成31年4月末以降■所在地／逗子
市桜山3丁目■取引態様／媒介※位置指定道路工事完了検査後地目を公衆用道
路へ変更予定、雨水の特約条項有

09
土　地 逗子市桜山3丁目

 販売現地

販売
価格／4,750万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス22分「秋谷」停歩1分■土地権利／所有権■土
地面積／168.93㎡■建物面積／122.55㎡■構造／木造2階建■間取／3LDK＋DK
■築年月／昭和63年5月築■用途地域／第2種中高層住居専用地域■接道／南側
幅員約3.6ｍ道路（42条2項道路）■設備／公営水道・個別浄化槽・個別プロパンガス
■現況／空家■引渡／即可■所在地／横須賀市秋谷2丁目■取引態様／媒介

07
一戸建 横須賀市秋谷2丁目

●三井ホーム施工の2×4住宅

●カースペース2台分あり

●水回り、キッチンが各2ヶ所有

　２世帯住宅での利用可

●南道路に接道のため陽当り良好

●お庭付 建物外観

販売
価格／4,380万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス13分「一色住宅」停歩2分■土地権利／所有権
■土地面積／205.95㎡■建物面積／147.19㎡■構造／軽量鉄骨造2階建■間取／
4LDK＋3S■築年月／平成元年10月築■用途地域／第1種低層住居専用地域■接
道／南西側幅員約4.9ｍ公道■設備／公営水道・個別浄化槽・個別プロパンガス■
現況／空家■引渡／相談■所在地／三浦郡葉山町一色■取引態様／媒介

08
一戸建 三浦郡葉山町一色

●閑静な住宅地、
　陽当り・通風・住環境良好
●積水ハウス施工、
　敷地面積約62坪の南西道路
●内装リフォーム済、
　充実した収納力・納戸3室 建物外観

販売価格
（税込）／4,580万円

■交通／JR横須賀線「東逗子」駅徒歩5分、又は京浜急行逗子線「神武寺」駅徒歩
15分■専有面積（壁芯）／76.85㎡■バルコニー面積／9.76㎡■構造／鉄筋コンク
リート・鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付10階建4階部分■間取／2LDK＋納戸■築
年月／平成13年8月築■管理形態／全部委託（日勤）■管理費／月額5,340円■修
繕積立金／月額12,250円■その他／月額7,000円（テルメ館利用停止で保留中）■
現況／居住中■引渡／相談■所在地／逗子市沼間2丁目■取引態様／媒介※定
期借地権付きマンションです［土地の権利形態等］定期借地権（賃借権）存続期間
／2051年9月30日迄 、借地期間満了時に建物の買取り請求・契約更新及び改築等
による期間延長不可。 地代／月額2,340円（3年毎に改定）。 

03
マンション

マイキャッスル湘南逗子
サン・ヴェローナ3番館

●JR横須賀線
　「東逗子」駅徒歩5分
　京浜急行逗子線
　「神武寺」駅徒歩15分
●南向きのため陽当り良好
●ペット飼育可（飼育細則有） 建物外観

販売
価格／2,180万円

内外装リフォーム済（平成30年11月実施）
○クロス・CF貼替 ○フローリング工事（一部） ○畳・襖・障子張替
○システムキッチン・食器棚・ユニットバス・洗面化粧台・シャワートイレ・ガス給湯器・
　TVインターホン交換　○バルコニー・シャッター塗装工事 ○ハウスクリーニング 他

●総戸数209戸のビックコミュニティー

興和住宅販売株式会社 TEL.046-872-2000素敵だね、湘南のくらし。

本社ビル営業部
逗子郵便局逗子郵便局

逗子整形外科逗子整形外科

横浜銀行横浜銀行

亀岡八幡宮亀岡八幡宮

逗子市役所逗子市役所

京急
新逗
子駅

京急
新逗
子駅

当社神奈川県知事免許（10）第13104号
（公社）神奈川県宅地建物取引業協会会員
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
〒249-0006 神奈川県逗子市逗子5-6-7
FAX.046-871-8100  e-mail：info@e-kowa.com

■ご成約の際には、仲介手数料とそれに関わる消費税を申し受けます。■物件概要は平成31年4月2日現在のものです。広告制作中の売却物件につきましてはご容赦ください。■図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。
■掲載の写真はすべて平成31年3月に撮影したものです。■広告有効期限／令和元年5月５日
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■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス11分「葉山大道」停歩9分、又は京浜急行逗子
線「新逗子」駅バス9分「葉山大道」停歩9分■土地権利／所有権■土地面積／
127.56㎡※他にセットバック面積7.23㎡有■地目／山林■用途地域／第1種低層住
居専用地域■接道／西側幅員約2.5ｍ公道■建ぺい率／40％■容積率／80％■
設備／公営水道・本下水・個別プロパンガス■現況／更地■引渡／相談■所在地
／三浦郡葉山町一色■取引態様／媒介■備考／セットバック部分、共用道路部分
は隣接区画の所有者と共に車両等の通行、共用のライフラインの埋設等の共用道路
として利用していただきます。将来の共用道路利用を担保する為、全区画を対象とし
た地役権が設定されます。

葉山町一色
●JR横須賀線「逗子」駅バス11分
　「葉山大道」停歩9分
　京浜急行逗子線「新逗子」駅バス9分
　「葉山大道」停歩9分
●建築条件なし 販売現地

販売
価格／3,280万円

●葉山の街並みを見下ろし、相模湾・富士山を遠望する、
　眺望・陽当り良好、開放感あり
●小高い丘の入口のため緑豊かで四季を感じる事のできる住環境
●路地を1本入った閑静な住宅街に立地

■交通／JR横須賀線「鎌倉」駅徒歩12分■土地権利／所有権■地目／宅地■土
地面積／183.29㎡内セットバック部分4.7㎡含む■用途地域／第1種低層住居専用地
域■建ぺい率／40％■容積率／80％■接道／北東側幅員約3.0ｍ公道■設備／
公営水道・本下水・都市ガス■現況／更地■引渡／相談■所在地／鎌倉市佐助2
丁目■取引態様／媒介

鎌倉市佐助2丁目
●JR横須賀線
　「鎌倉」駅徒歩12分
●建築条件なし
　お好みの
　ハウスメーカーで
　建築できます
●山 の々緑を望む立地 販売現地

販売
価格／5,130万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス12分「向原」停歩7分■土地権利／所有権■
土地面積／136.14㎡■建物面積／106.36㎡■構造／軽量鉄骨造2階建■間取／
4LDK■築年月／平成9年2月築■用途地域／第1種低層住居専用地域■接道／
南側幅員約3.0ｍ公道■設備／公営水道・個別浄化槽・個別プロパンガス■現況／
居住中■引渡／相談■所在地／三浦郡葉山町堀内■取引態様／媒介

葉山町堀内

●JR横須賀線

　「逗子」駅バス12分

　「向原」停歩7分

●セキスイハウス

　施工の4LDK 建物外観

販売
価格／3,480万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス23分「子産石」停歩5分■土地権利／所有権
■土地面積／162.04㎡※他私道持分あり■建物面積／51.34㎡※増築未登記部分
あり■構造／木造2階建■間取／3LDK＋倉庫■築年月／平成5年9月築■用途地
域／第1種低層住居専用地域■接道／北西側幅員約4.0ｍ私道■設備／公営水
道・本下水・個別プロパンガス■現況／別荘利用中■引渡／相談■所在地／横須
賀市秋谷■取引態様／媒介※現況隣地水道管が敷地内を経由しております

横須賀市秋谷

●JR横須賀線

　「逗子」駅バス23分

　「子産石」停歩5分

●2階から海を望めます

●河川に面しており、
　開放感良好です

販売
価格／2,680万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス25分「浄楽寺」停歩3分■土地権利／所有権
■土地面積／692.00㎡■建物面積／165.61㎡■構造／木造2階建■間取／
3LDK+2S■築年月／平成2年1月築■用途地域／第1種中高層住居専用地域■
接道／北側幅員約5.6ｍ公道■設備／公営水道・個別浄化槽・個別プロパンガス■
現況／空家■引渡／相談■所在地／横須賀市芦名2丁目■取引態様／媒介※建
物の瑕疵担保責任免責

横須賀市芦名2丁目

●南西向きにつき

　陽当り良好

●住友林業施工

●LDK約29畳
 建物外観

販売
価格／6,980万円

■交通／JR横須賀線「鎌倉」駅徒歩19分、又は江ノ島電鉄「由比ヶ浜」駅徒歩4分
■専有面積（壁芯）／102.92㎡■専用庭面積／18.24㎡（テラス面積を含む）■構造
／鉄筋コンクリート造地下1階付4階建地下1階・1階部分（メゾネットタイプ）■間取／
3LDK＋納戸＋WIC＋ホビールーム■築年月／平成13年5月築■管理形態／全部委
託（日勤）■管理費／月額18,810円■修繕積立金／月額25,580円■町内会費・
CATV視聴料／月額840円■現況／空室■引渡／相談■所在地／鎌倉市由比ガ
浜4丁目■取引態様／媒介

アール・ド・リヴァージュ鎌倉由比ヶ浜

●道路の向かい側は
　由比ガ浜です
●JR横須賀線
　「鎌倉」駅徒歩19分
　江ノ島電線
　「由比ヶ浜」駅徒歩4分 建物外観

販売
価格／4,500万円

●102.92㎡の3LDK+WIC・専用庭付メゾネットタイプ
●地下1階に約9.8畳のホビールームあり
●南向きのため陽当り良好　●目の前は由比ヶ浜海岸です

■交通／京浜急行逗子線「神武寺」駅徒歩5分、又はJR横須賀線「東逗子」駅徒歩
14分■専有面積（公簿）／55.08㎡■バルコニー面積／約9.27㎡■構造／鉄筋コンク
リート造4階建3階部分■間取／2LDK■築年月／昭和48年2月築■管理形態／全
部委託（日勤）■管理費／月額6,700円■修繕積立金／月額13,800円■管理組合協
力金／月額500円■現況／空室■引渡／契約後2ヶ月■所在地／逗子市池子2丁
目■取引態様／媒介

東逗子第2団地 8号棟

●南向きのため、

　陽当り良好

●前面に棟がなく

　開放感があります

●北側にも窓があるため

　通風良好 建物外観

販売
価格／770万円

●源氏山公園まで約500ｍ　●銭洗弁財天まで約300ｍ
■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス10分「向原」停歩6分、又は京急逗子線「新逗
子」駅バス9分「向原」停歩6分■土地権利／所有権■地目／宅地■土地面積／
120.41㎡■用途地域／第1種低層住居専用地域■建ぺい率／50％■容積率／
100％■接道／西側幅員約4.0ｍ私道■設備／公営水道・本下水・個別プロパンガ
ス■現況／更地■引渡／相談■所在地／三浦郡葉山町堀内■取引態様／媒介
※備考：隣地との通路共有地あり。上下水引込済。

葉山町堀内
●2階レベルから
　海を望む
●建築条件なし
●建物参考プラン
　あります
●高台で
　緑の多い山を望む

 販売現地

販売
価格／3,290万円

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス9分「才戸坂上」停歩1分■専有面積（公簿）／
62.40㎡■バルコニー面積／約7.68㎡■構造／鉄筋コンクリート造5階建3階部分■
間取／4DK■築年月／昭和49年10月築■管理形態／自主管理■管理費／月額
4,000円■修繕積立金／月額13,000円■現況／空室■引渡／相談■所在地／逗
子市桜山6丁目■取引態様／媒介

葉桜マンション

●山 を々見渡す

　開放感溢れる

　眺望

●バス停まで

　徒歩1分

 建物外観

 バルコニーからの眺望

販売
価格／1,200万円

●敷地内駐車場有（月額5,000円 平成31年4月2日現在空有）

●別荘、住宅としてご検討ください
●是非、現地をご覧ください

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス8分「イトーピア中央公園」停歩3分■土地権利
／所有権■土地面積／269.39㎡■建物面積／174.61㎡■構造／木造2階建■間
取／4LDK+納戸+書斎■築年月／昭和53年3月築■用途地域／第1種低層住居
専用地域■接道／北側幅員約12.0ｍ公道■設備／公営水道・本下水・都市ガス■
現況／空家■引渡／相談■所在地／三浦郡葉山町長柄■取引態様／媒介

葉山町長柄
●JR横須賀線
　「逗子」駅バス8分
　「イトーピア中央公園」
　停歩3分
●土地面積
　269.39㎡（約81坪）
●建物面積
　174.61㎡（約52坪）

●カースペース2台分有（車種による）
●物置付　●閑静で整った区画の街並み

販売
価格／4,350万円

 建物外観

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス24分「境橋」停歩2分■土地権利／所有権■土
地面積／277.65㎡■建物面積／266.64㎡■構造／木造2階建■間取／3LDK+WIC
＋店舗■築年月／平成19年6月築■都市計画／市街化調整区域（用途地域無指定）
■接道／南側公道■設備／公営水道・個別浄化槽・個別プロパンガス■現況／居
住中■引渡／相談■所在地／三浦郡葉山町木古庭■取引態様／媒介※本物件は
市街化調整区域内のため、原則再建築は不可となります。但し再建築を行う際は管轄
する行政機関に申請し、建築許可が得られた場合に再建築可能となります。

葉山町木古庭
●県道沿い、駐車場3台可
●目の前にガソリンスタンド、
　セブンイレブン営業中
●建物きれいに
　お使いです
（現在店舗営業中）

販売
価格／6,280万円

 建物外観

■交通／JR横須賀線「逗子」駅バス15分「一色住宅」停歩14分■土地権利／所有
権■土地面積／274.74㎡■建物面積／106.37㎡■構造／木造2階建■間取／
3LDK■築年月／昭和55年1月築■用途地域／第1種低層住居専用地域■接道／
西側幅員約6.0ｍ公道■設備／公営水道・本下水・個別プロパンガス■現況／居住
中■引渡／相談■所在地／三浦郡葉山町一色■取引態様／媒介

葉山町一色

●緑が多く

　眺望の良い

　高台の家です

●土地面積

　274.74㎡（約83坪）

●建物面積

　106.37㎡（約32坪）

販売
価格／2,795万円

 建物外観

●カースペース2台有（車種による）

●「境橋」バス停まで徒歩2分　●平成19年6月築
●土地面積277.65㎡　●建物面積266.64㎡

●住環境良好　●陽当り良好

●第1種低層住居専用地域内

海が望める住戸です

眼下に相模湾、富士山を一望

11
マンション

12
マンション

13
一戸建

14
一戸建

15
土　地

19
土　地

22
土　地

16
一戸建

20
一戸建

18
マンション

17
一戸建

21
一戸建（店舗付）

■ご成約の際には、仲介手数料とそれに関わる消費税を申し受けます。■物件概要は平成31年4月２日現在のものです。広告制作中の売却物件につきましてはご容赦ください。■図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。
■凡例記号／WIC…ウォークインクローゼット■掲載の写真はすべて平成3１年3月に撮影したものです。■広告有効期限／令和元年5月5日
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