
2F1F茂原市本小轡

オープンハウス
★がっちりした中古住宅！ ★リフォーム済でキレイ！ ★暮らしやすい5DK ★閑静な住宅街

万
円1,030

中古住宅

12/ ・18土 日19
OPEN 10：00～16：00

内外装リフォーム済！
2021年11月末完了

●住　所／茂原市本小轡283-16
●土　地／197.00㎡（59.59坪）
●建　物／93.83㎡（28.38坪）
●交　通／JR外房線「新茂原」駅 約1.8km 徒歩23分
●築年月／S48年5月築、H23年改築　　　　【媒介】
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信頼と感謝で未来につなぐ信頼と感謝で未来につなぐ
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 きっちり しっか
り 定休日：毎週水曜日、第1・3・5火曜日

茂原市腰当1308-1 TEL.0475-24-3311 FAX.0475-23-7811
0120-50-4146営業時間：9時～１７時　 E-mail：info@cjk.jp

http://www.cjk.jpホームページはこちらから 検 索地奨住建

至茂原
市街
新茂原

至大網
国道128号線

ニトリ カインズ
ホーム

ベイシア

地奨住建

広告有効期限 令和4年1月末

土地・建物の売却・買取・査定のご相談も承っております。お気軽にお問合わせ下さい。メールでも受付しております。

宅建業 千葉県知事免許（7）第11894号　建設業 千葉県知事許可（般-29）第36418号　（一社）千葉県宅地建物取引業協会員　（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

webmetierウェブ
メティエ

外房の不動産・生活情報誌「Webメティエ」に

Webメティエは外房地域の不動産・生活情報を満載した情報誌です。
毎月1回、土曜日に新聞折込で各家庭にお届けしています。年間の広告計画に
ぜひご活用ください。広告デザイン・印刷・折込代が全てコミコミ価格です。

www.webhobundo.comTEL0475-22-3345 または ▶

広告を掲載してみませんか！

広告のお申し込み・お問い合わせは
広告宣伝の企画・制作・印刷の総合プロデュース

発行部数 ： 74,000部
長生郡市・東金市・大網白里市・夷隅郡市
両面カラー印刷　サイズ ： B3

2022年1月22日（第4土曜日）発行vol.544
2022年2月19日（第3土曜日）発行vol.545
2022年3月19日（第3土曜日）発行vol.546

発行予定

webmetierウェブ
メティエ

外房の不動産・生活情報誌

www.webmetier.com

発行部数 74,000部
長生郡市
東金市

大網白里市
夷隅郡市

広告掲載のお申込みお問い合わせは、株式会社 豊文堂 TEL:0475-22-3345／ FAX:0475-22-3553　茂原市早野1143　e-mail : info@webhobundo.com

LOVE OUR BAY

豊文堂は、
チバテレビ・bayfm放送
メディア2社の
代理店です。vol.543

WEBサイト制作から運営まで、WEBのことなら何でもお気軽にご相談ください
誰にとっても使いやすく、分かりやすいWEBサイトをご提供します！

TEL 0475-22-3345
〒297-0037 千葉県茂原市早野1143

FAX 0475-22-3553
info@webhobundo.com

www.webhobundo.com

WEBサイトの
プロデュースも豊文堂
WEBサイトの

プロデュースも豊文堂
何でもご相談ください！！

WEBサイト制作・ECサイト構築・各種 SNS導入・動画編集
コンサルティング・SEO対策・アクセス解析・サーバー管理・AR etc.

次回発行予定日▶2022年1月22日㈯2021年12月18日㈯発行



●所在地：長生郡長生村信友字上新地
●交通：ＪＲ外房線 八積駅１４００ｍ（徒歩１８分）
●土地面積：１８０㎡〈５４．４５坪〉 ●建物面積：１０８㎡〈３２．６７坪〉 
●構造：木造スレート葺２階 ●完成時期：令和４年３月
●建築確認：第２１ＵＤＩ１Ｃ建０５６６４号 ●接道状況：南側公道６ｍ
●都市計画：非線引区域・無指定（６０／２００）
●設備：公営水道・個別ＬＰガス・公共下水道　【売主】

・西小学校 ………………… 1000m
・富士見中学校 …………… 1900m
・ショッピングプラザアスモ……950m

売主につき
仲介手数料不要

●所在地：茂原市中部
●交通：ＪＲ外房線 茂原駅まで約２８００ｍ
●築年月：令和３年１０月 ●土地面積：２８１．５０㎡〈８
５．１５坪〉 ●建物面積：８１㎡〈２４．５０坪〉
●構造：木造平屋建 ●接道状況：東側約６．０ｍ公道・
北側約１０．３ｍ公道 ●都市計画：非線引区域・第
一種低層住居専用（５０／１００） ●設備：公営水道・
都市ガス・公共下水道・東京電力　【売主】

土地面積85坪超の敷地
駐車スペース3台分

エネファーム・床暖房付き

茂原市大芝
●所在地：茂原市大芝字目黒
●交通：ＪＲ外房線　茂原駅まで約２８００ｍ
●土地面積：２１６㎡〈６５．３４坪〉  ●地目：山林
●都市計画：非線引区域・無指定（６０／２００）
●接道状況：東側約４ｍ私道に約１３ｍ接道
●設備：公営水道・都市ガス・合併浄化槽排水可
【売主】 仲介手数料不要

売地 310販売
価格

万
円

茂原市中部新築 2,550販売
価格

万
円

ご案内可能です（要予約）ご案内可能です（要予約）

・東部小学校…750m
・南中学校 … 2500m
・宍倉病院 … 1000m

売主につき
仲介手数料不要

●所在地：茂原市早野新田字長者ケ台
●交通：ＪＲ外房線 茂原駅まで約１３００ｍ
●築年月：令和２年１１月 ●土地面積：１８７．０３㎡〈５
６．５７坪〉 ●建物面積：８４㎡〈２５．４１坪〉
●構造：木造２階建 ●接道状況：北側５ｍ位置指定
道路に約５ｍ接道 ●都市計画：非線引区域・準工
業（６０／２００） ●設備：公営水道・都市ガス・公
共下水道・東京電力　【売主】

公営水道、都市ガス、
本下水道完備

JR茂原駅 徒歩17分

茂原市早野新田新築 1,980販売
価格

万
円

八積小学校 ………１７００ｍ（徒歩２２分）
長生中学校 ………１９００ｍ（徒歩２４分）
長生村文化会館 ……１２００ｍ（徒歩１５分）
長生郵便局 ………１４００ｍ（徒歩１８分）
ベイシア長生店……２２００ｍ（徒歩２８分）

長生郡長生村信友新築

・東部小学校 …………750m
・南中学校 ………… 2500m
・スーパーカスミ大芝店 ……950m
・ドン・キホーテ茂原店…… 500m
●所在地：茂原市早野新田字長者ケ台
●交通：ＪＲ外房線 茂原駅まで約１２００ｍ（徒歩１５分）
●土地面積：１５６．４０㎡〈４７．３１坪〉～２１５．０８㎡〈６５．
０６坪〉  ●地目：宅地  ●都市計画：非線引区域・準工業（６
０／２００）  ●開発面積：２０６５㎡  ●区画数：９区画（残
４区画）  ●開発許可：茂都計第６５号の３（茂原市事前協
議）・茂都計第６５号の４（工事完了確認）  ●接道状況：
分譲地内５ｍ位置指定道路・西側公道５．５ｍ・北側公道及
び位置指定道路４ｍ  ●設備：公営水道・都市ガス・本
下水引込済・東京電力　【売主】仲介手数料不要

茂原市早野新田売地

茂原市新小轡
●所在地：茂原市新小轡
●交通：ＪＲ外房線 新茂原駅まで約１２００ｍ
●築年月：平成１４年３月  ●構造：木造２階建　
●土地面積：１６７．２６㎡〈５０．６坪〉
●建物面積：１２６．６９㎡〈３８．３２坪〉
●接道状況：西側約６ｍ位置指定道路に約１３ｍ接道
●設備 ： 公営水道 ・ 都市ガス ・ 合併浄化槽排水 ・ 東京電力　【専任媒介】

中古 1,480販売
価格

万
円

5LDK

諸設備完備（公営水道・都市ガス・公共下水道・電気）
770販売

価格
万
円 1,050～～ 万

円

建築条件無し

ご案内可能です（要予約）

・長者小学校 ……………1400m
・岬中学校 ………………3500m
・岬ショッピングガーデン……1900m

売主につき
仲介手数料不要

●所在地：いすみ市岬町江場土字興和
●交通：ＪＲ外房線 長者町駅まで約２１００ｍ ●築年月：
令和３年３月 ●土地面積：３４１．１６㎡〈１０３．２０坪〉
●建物面積：９６㎡〈２９．０４坪〉 ●構造：木造２階建
●接道状況：北側１２ｍ公道・東側約４．７ｍ公道 ●都市
計画：非線引区域・無指定（６０／２００） ●設備：公営水道・
個別ＬＰガス・合併浄化槽・東京電力　【売主】

敷地はゆとりの100坪超
4台以上駐車可能

永住に、別荘にもお勧め

いすみ市岬町新築 ２,４80販売
価格

万
円

●所在地：茂原市大芝字二八丁歩
●交通：ＪＲ外房線 茂原駅まで約２６００ｍ
●土地面積：１９８．２６㎡〈５９．９７坪〉～３２６．６５㎡〈９８．８
１坪〉 ●地目：宅地 ●都市計画：非線引区域・無指定（６
０／２００） ●開発面積：２６２６．２３㎡ ●区画数：８区画（残
３区画） ●開発許可：茂都計第１２５号の３（茂原市事前協
議）・茂都計第１２５号の４（工事完了確認） ●接道状況：南
～東側５ｍ位置指定道路・北側 公道１１．８～１２ｍ・西側公
道５．９～６ｍ ●設備：公営水道・都市ガス・合併浄化槽排
水可・雨水浸透桝・東京電力　【売主】仲介手数料不要

茂原市大芝建築条件付売地

中の島小学校、南中学校学区内の新規分譲地
・中の島小学校 ……950m
・スーパーカスミ大芝店…620m
・ビッグハウス茂原店…1000m
・茂原中央病院…… 1300m

480販売
価格

万
円 800万

円

パントリー

LDK
（17.84帖）

玄関

トイレ
洗面所

浴室

買っちゃいます不動産仕様の新築戸建住宅！
施行中の様子もご覧いただけます！２,１２0販売

価格
万
円

売主につき仲介手数料不要

3LDK 1F 2F

洋 室
（8.16帖）

バルコニー

洋 室
（5.44帖）

WC

WC

WC

洋 室
（7.28帖）

ト
イ
レ収納

N

■宅建業免許 千葉県知事免許（9）第9087号  ■（一社）千葉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  ■建設業許可 千葉県知事許可般-28第1069号

土地・建物等の無料査定お任せください！！ 不動産買取りも行っています。お気軽にご相談ください。土地・建物等の無料査定お任せください！！ 不動産買取りも行っています。お気軽にご相談ください。

0120-40-3732
御園建設株式会社 〒297-0029 茂原市高師521-6　TEL 0475-23-3732   FAX 0475-24-3481   営業時間10：00～17：00   月・火曜定休

買っちゃいます不動産買っちゃいます不動産

■建設業許可 千葉県知事許可般-28第1069号 ■宅建業免許 千葉県知事免許（9）第9087号
■（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 ■（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員〒297-0029 茂原市高師521-6

御園建設株式会社

ウェブ版「webmetier.com」、いつでも最新の外房不動産情報を発信。



アタカ住販「 確かな造り」それがアタカの基本です。

売地売地

売地

◆茂原駅…………………680ｍ
◆ライフガーデン茂原…750ｍ
◆茂原中…820ｍ　 ◆萩原小…870ｍ

●区画面積／70.48坪～88.56坪東郷みどり台 Ⅱ
850～1,070万円

新規
分譲地

販売区画／全6区画  販売2区画

万
円2,240販売価格茂原市町保

■物件所在地／茂原市町保20番5　■交通／JR茂原駅680ｍ　■地目／宅地
■用途地域／第１種住居地域　■建ぺい率／60％　■容積率／200％
■設備／公営水道・都市ガス・本下水　■道路／公道８ｍ 〈仲介〉
●土地面積／  370.24㎡

111.99坪

建 築 条 件なし

◆ドラッグストアーアオキ……950ｍ
◆東中学校 ………………1,000ｍ
◆カスミ東郷店……………1,300ｍ
◆ライフガーデン…………1,500ｍ
◆東郷小学校 ……………1,500ｍ

【東郷みどり台Ⅱ 物件概要】
■物件所在地／茂原市東郷1528番地他
■交通／ＪＲ外房線茂原駅より2,500m
■宅地開発面積／1,847.44㎡
■開発行為許可番号／茂都計第150号の３
　　　　　　　　　　令和3年2月25日
■都市計画／区域内非線引き　■地目／宅地
■用途地域／第一種住居地域
■建ぺい率／60%　■容積率／200%
■設備／公営水道・都市ガス・U字溝
■道路／公道６ｍ（茂原市へ寄付予定）
■引き渡し時期／即　　　　　　　　〈売主〉

【東郷みどり台Ⅱ 物件概要】
■物件所在地／茂原市東郷1528番地他
■交通／ＪＲ外房線茂原駅より2,500m
■宅地開発面積／1,847.44㎡
■開発行為許可番号／茂都計第150号の３
　　　　　　　　　　令和3年2月25日
■都市計画／区域内非線引き　■地目／宅地
■用途地域／第一種住居地域
■建ぺい率／60%　■容積率／200%
■設備／公営水道・都市ガス・U字溝
■道路／公道６ｍ（茂原市へ寄付予定）
■引き渡し時期／即　　　　　　　　〈売主〉

◆茂原小…1,166ｍ　◆茂原駅…1,300ｍ
◆スーパーSENDO……1,055ｍ

万
円880販売価格

茂原市早野 ■物件所在地／茂原市早野2601番3
■交通／JR外房線茂原駅1,300m
■都市計画／非線引き区域
■用途地域／第一種中高層住居専用地域
■建ぺい率／60％　■容積率／200％
■設備／公営水道・都市ガス・本下水・U字溝
■道路／公道5ｍ　　　　　　　　　　  〈売主〉●土地面積／  320.30㎡

96.89坪

建築条件なし 建築条件なし

建築条件なし

販売
価格

5.5m

5.1m

6.0m

233.00㎡
（70.48坪）

❶

850万円 済
②

済
③

292.78㎡
（88.56坪）

❹

1,070万円済
⑤

万
円1,845販売価格

茂原市町保

■物件所在地／茂原市町保14番27
■交通／JR外房線茂原駅545ｍ
■都市計画／非線引き区域
■用途地域／第一種住居地域
■建ぺい率／60％　■容積率／200％
■設備／公営水道・都市ガス・本下水・U字溝
■道路／公道４ｍ接道６ｍ　　　　　　〈売主〉

●土地面積／  338.82㎡
102.49坪

◆ライフガーデン茂原
　　　　………………790ｍ
◆茂原総合市民センター
　　　　………………288ｍ
◆萩原小………………940ｍ
◆茂原中………………848ｍ
◆茂原市役所………1,240ｍ

商
談
中

土地を選んで、在来工法ならではの無数の個性を取り入れたフリープランであなただけの一戸建てを。建物の新築、売却、リフォーム承ります、まずはお電話ください！

広告制作中の売却物件につきましてはご容赦下さい。

■本社営業部 TEL.0475-22-9000お問合せ

http://www.atakajuhan.jp/

（公社）全国宅地建物取引業保証協会会員・住宅性能保証制度登録店
（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員・千葉県知事免許（8）第10133号
建築工事業千葉県知事許可（般-29）第40562号
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

千葉県茂原市茂原1528-8

webmetierウェブ
メティエ

外房の不動産・生活情報誌

www.webmetier.com

発行部数 74,000部
長生郡市
東金市

大網白里市
夷隅郡市

広告掲載のお申込みお問い合わせは、株式会社 豊文堂 TEL:0475-22-3345／ FAX:0475-22-3553　茂原市早野1143　e-mail : info@webhobundo.com

LOVE OUR BAY

豊文堂は、
チバテレビ・bayfm放送
メディア2社の
代理店です。vol.543

TEL 0475-22-3345
〒297-0037 千葉県茂原市早野1143

www.webhobundo.com
FAX 0475-22-3553info@webhobundo.com

■ 結婚祝い  ■ 引き物  ■ 出産祝い  ■ 七五三  ■ 新築・引越祝い
■ 成人祝い  ■ 就職祝い  ■ 入学・卒業祝い  ■ 各種内祝い
■ 開業・開店祝い  ■ 移転・新築祝い  ■ 周年祝い  ■ 就任・退職祝い
■ お中元  ■ お歳暮  ■ 記念品  ■ 景品  ■ コンペ賞品  ■ 仏事等 

人生の節目のお祝いに

企業・お店のお祝いに

様々な贈り物・お返し物に

ギフト承ります
ギフト ・ カタログギフト

株式会社 豊文堂は
ハリカ特約店です

次回発行予定日▶2022年1月22日㈯2021年12月18日㈯発行



●アルミベランダ工事
●サッシ・雨戸・網戸工事

●玄関ドアの取り替え●玄関ドアの取り替え

●サイディング工事
●壁の塗り替え等
　…塗装工事

●サイディング工事
●壁の塗り替え等
　…塗装工事

●土地・家の管理
●家屋のクリーニング
●白あり駆除

●土地・家の管理
●家屋のクリーニング
●白あり駆除

●台所改装工事
●トイレ改装工事
●風呂場改装工事
●水道水もれ
●排水つまり掃除
●畳・襖・障子
　　　　貼替え工事
●床板張り替え工事等
　…全ての内装工事

●台所改装工事
●トイレ改装工事
●風呂場改装工事
●水道水もれ
●排水つまり掃除
●畳・襖・障子
　　　　貼替え工事
●床板張り替え工事等
　…全ての内装工事

●ブロック工事
●サンルーム工事
●門扉・フェンス工事

●ブロック工事
●サンルーム工事
●門扉・フェンス工事

●太陽熱利用
●雨もり修理
●屋根葺き替え工事

●太陽熱利用
●雨もり修理
●屋根葺き替え工事

●土の搬入
●草刈り
●芝生の管理

●土の搬入
●草刈り
●芝生の管理

30 実績年の と経験 提供を いたします!!

地
元

専門
業者だか

ら

安くて
安心 !

!

お電話お待ちしております！

増改築・新築増改築・新築
無料無料お見積もり

ご相談は

●所在地／茂原市七渡1650-2　●地　目／宅地
●地　積／952.30㎡（約288坪） ●用　途／無指定　 
●建　物／239.99㎡（約72坪）   H9年2月築
　　　　　他、平家、作業場兼住居あり　
●設　備／上水道、プロパンガス、浄化槽排水《専任》

新茂原駅 約3㎞
万
円2,8002,800中古住宅中古住宅 東郷小・

東中学区
東郷小・
東中学区

住宅用地住宅用地

●所在地／茂原市高師2138-1
●地　積／264.51㎡（約80坪）
●地　目／畑（農地法5条許可済）
●用　途／第一種中高層住居地域
●建蔽率／60％　●容積率／200％
●設　備／上・下水道、都市ガス引込済
　　　　  （要加入金）、プロパンガス
　　　　　

《売主》

売  地

住宅用地住宅用地

●所在地／茂原市六ツ野3910-5、他
●地　積／274.87㎡（約83坪）
●地　目／畑　要5条許可　●用　途／無指定
●建蔽率／60％　●容積率／200％
●設　備／上水道、農業集落排水 前面道路配管あり
　　　　  （要加入金）、プロパンガス
　　　　　

《専任》

売  地
茂原駅 約2.5㎞

万
円350350

当
社
案
内
図

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会会員
千葉県知事免許 （2）第16669号
建設業 千葉県知事 許可（般-2）第49553号

千葉県茂原市本小轡843番地6
0475-25-4701FAX℡0475-23-1552株式会社 大 富 士土地・建物

買い取ります

ご相談、お見積 無料　リフォーム承ります。建築業者のリフォームは安くて安心です。

●所在地／茂原市小林2371-1
●地　積／164㎡（約50坪）
●地　目／池沼
●用　途／準住居地域
●建蔽率／60％　●容積率／200％
●設　備／上・下水道、都市ガス引込済 《専任》

売  地
新茂原駅 約1.5㎞

万
円500500

茂原駅 約2.2㎞

更地渡し更地渡し

万
円12001200

萩原小
茂原中学区

WEBサイト制作
WEBシステム開発、運営、更新代行、アプリ、映像、マーケティング、
コンサルティング、Eコマースなど小規模～大規模まで対応可能

AR企画・開発・制作

＊WEBや広告・印刷物を機軸としたクロスメディア戦略の展開・支援
＊スマートフォン戦略・アプリ制作
＊アクセス解析・パフォーマンス分析など、多様なニーズに対応可能

弊社所有のドローンを使用し
静止画・動画の撮影が可能ドローン

撮影

デザイン・印刷

チラシ、広告、ポスター、カタログ、
パッケージ、ＳＰツール、会社案内、
名刺、封筒、ラベル、編集物など

看板、のぼり、うちわ、カレンダー、手提げ袋等も
取り扱っております

＊人生の節目の様々なお祝いに
＊企業・お店のお祝いに
＊様々な贈り物・お返し物に

ギフトお取扱い

 【ギフト・カタログギフト 等】

実
は
い
ろ
い
ろ
出
来
る
ん
で
す

〒297-0037 千葉県茂原市早野1143
TEL 0475-22-3345  FAX 0475-22-3553
www.webhobundo.com　　　info@webhobundo.com

広告宣伝の企画・制作・印刷の総合プロデュース

販促応援パック！
最初が肝心！繁盛店へ

の第1歩を応援します
！

広告・企画もおまかせ！
トータルメディアソリューションでズバッとこのお値段！！

一式 40万円で！（税込）お店の販売促進に
必要なPRツールを

格安
!!

※金額は目安となっております。下記仕様の場合です。価格は枚数・仕様等により変動します。

詳しくは左記までお問い合わせください

●WEBサイト制作
（テンプレート使用） ●オープンチラシ

●地域情報誌掲載
『Nabana通信』　『上総国漫遊記』

●オリジナルのぼり

●ショップカード この他、「メニュー」「ロゴマーク作成」
「店舗看板」「ポスター」など、豊富で
低価格なオプションをご用意しております

全掲載物件仲介につき、ご成約の際は仲介手数料がかかります。　月々のお支払は千葉銀行提携ローンの一例です。（変動優遇金利1.025％、令和3年12月1日現在の変動基準金利2.475％より金利優遇1.45％を適用した場合です）年2回の見直しがございますが、5年間の返済額は変わりません。返済期間は35年で、ボーナス払い無しの条件としております。（諸費用は自己資金になります）

戸建・マンション 買取致します!戸建・マンション 買取致します! かんたん楽々スピード査定！
「専任媒介」「一般」での仲介もお気軽にご相談ください！
ご希望価格にて「仲介」「一定期間仲介→買取」も可！
「専任媒介」「一般」での仲介もお気軽にご相談ください！
ご希望価格にて「仲介」「一定期間仲介→買取」も可！

売却物件
大募集！
仲介手数料不要！仲介手数料不要！

残置物はそのままでOK!残置物はそのままでOK!

空家・古家付 大歓迎！空家・古家付 大歓迎！

株式
会社
株式
会社

当社イメージキャラクター当社イメージキャラクター

さくら丸
茂原支店Ver.
さくら丸
茂原支店Ver.

さくら丸さくら丸

0800-800-55690800-800-5569
さくら都市®さくら都市®茂原支店茂原支店

無料ダイヤル無料ダイヤル
さくら都市®

茂原支店
ドン・キホーテドン・キホーテ

サイゼリヤサイゼリヤ

茂原警察署茂原警察署

JR外房線JR外房線

←
茂
原
駅

←
茂
原
駅

当社案内図当社案内図

茂原市茂原1578-2茂原市茂原1578-2 営業時間／9：00～18：30営業時間／9：00～18：30
http://www.sakuratoshi.co.jp/http://www.sakuratoshi.co.jp/Tel.0475-36-7818　Fax.0475-36-7817Tel.0475-36-7818　Fax.0475-36-7817
水曜日定休 取引条件の有効期限：

令和4年1月31日
取引条件の有効期限：
令和4年1月31日

国土交通大臣（１）第９７５４号  （社）千葉県宅地建物取引業協会会員
（社）全国宅地建物取引業保証協会会員  公正取引協議会加盟
国土交通大臣（１）第９７５４号  （社）千葉県宅地建物取引業協会会員
（社）全国宅地建物取引業保証協会会員  公正取引協議会加盟

高価買取高価買取
キャンペーン
開催中！！
キャンペーン
開催中！！

相談・査定・調査・
仲介手数料
相談・査定・調査・
仲介手数料

最新の物件情報や
オープンハウスの
日程などを
お知らせします♪

最新の物件情報や
オープンハウスの
日程などを
お知らせします♪

元気に走行中!!Follow
Me!
Follow
Me!はじめました!!はじめました!!

00円円

不動産のお悩みスッキリしましょう！不動産のお悩みスッキリしましょう！
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

空家になって何年もそのまま
相続したけど住む人がいない
初めての売却でどうしていいかわからない
台風や地震がくるたび心配
家具、残存物の処分に困っている
できるだけ高く売りたい
ボロボロで売れるかわからない
すぐに現金化したい

空家になって何年もそのまま
相続したけど住む人がいない
初めての売却でどうしていいかわからない
台風や地震がくるたび心配
家具、残存物の処分に困っている
できるだけ高く売りたい
ボロボロで売れるかわからない
すぐに現金化したい

どんなお悩みでも全力サポート致します！

どんなお悩みでも全力サポート致します！

急 募！
業務アシスタント
アルバイト

●週1回・3時間程度　●時給930円
●庭の草刈り、清掃

ウェブ版「webmetier.com」、いつでも最新の外房不動産情報を発信。


