
"ガスのある暮らし"

今週末限定!!
小田原東支店にて
開催致します!!

3日  &4日
8月

土 日
開催時間／10:00amより開催

イベントW
同時開催!!

EVENT-01

スマートライフ
体験会開催

EVENT-02

"ファイナンシャルプランナーによる"

住宅資金の
無料相談会開催

小田原ガス協賛

小田原東支店Mackenzie House
Natural Life｢湘南に暮らそう｣ TEL.0465-39-2727

キ　リ　ト　リ

｢知って安心｣

プロも認めた!!
ガス炊飯器で炊いたご飯を

いを実感違 いつもの炊飯器で炊いたご飯と味くらべ

前
回イベントの様

子

土
日
共
通

※予約は必要ありません。

[第1回目]
10:00am〜10:30am

[第2回目]
4:00pm〜4:30pm

更に具体的な個別無料相談も
受け付けております｡(先着順)
1:00pm〜3:00pm[土日各3組限定]
※個別無料相談は要予約。ご予約はお電話または
　下記のFAXシートをご利用下さい。
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豊川支所入口

成願寺入口

255

至大井松田

カーナビをご利用の方は
｢小田原市成田492-9｣
とセットして下さい｡

お客様駐車場スペース
25台分有!! 物件も多数ご用意!!

最新情報も多数
取り揃えています!!

広告やHPに掲載できない
物件や土地･中古･新築建売物件の

小田原市
松田町

南足柄市
開成町

大井町
山北町

安心してマイホームを実現して下さい!!

もうお金に悩まない!!
お金のプロ(ファイナンシャルプランナー)からセミナー30分聞くだけ!!

ご予約はお気軽にお問い合わせ下さい!!
FAXでも24時間受け付けております。

FAXご予約シート
下記項目に必要事項をご記入頂いたら､FAXして下さい｡

24時間受付中

ふりがな

〒

FAX.0465-39-2728へ送信して下さい｡
※毎週火曜日・水曜日は定休日とさせて頂いております。定休日、営業時間外につきましては翌営業日にご連絡させ
て頂きます。※当社では､お客様の個人情報の重要性を認識し､適切な収集と利用を図ると共に､個人情報の保護に関
する法律及びその他の規範を遵守致します。

ご予約
人数 人

お名前 ご連絡先

ご住所

個別相談
ご希望時間

｢家計改善!!｣ と言っても、
どうしていいかわからない方や
上手く改善出来ない方など…
お金のプロの的確な
アドバイスで家計収支を
見直して家計を改善してみませんか？

家計収支の見直し

これから先のお子様の教育費や
老後の資金を考えた住宅ローンプランの
アドバイスをさせて頂きます。
将来の家計に不安を抱いている方や
安心できるライフプランを立てたい方、
是非この機会をご利用下さい!!

ローンプランのアドバイス

《住宅資金計画セミナーのご案内》1日2回(各30分)

エコ住宅
実現を応援&
サポート!!

ウィズガス住宅で快適&エコな生活を実現してみませんか？

｢がすの助｣

ガス機器のご説明やランニングコスト削減についてなどなど…｡
お客様1人1人の疑問やご要望にわかりやすくお答え致します!!
実際に見て､触れて､体感してみて下さい。

｢エネファームをプラス｣

光熱費削減
エコ住宅!!

太陽光発電システム
＋ガスの相性

＋

太陽光発電システム×ガスでも出来る!! 高効率ふろ給湯器｢エコジョーズ｣

エコジョーズの展示

エコで
経済的!!

安心&安全&お手入れラクラク!!

最新の省エネ･
エコ住宅のアイデアを

わかりやすくご紹介!!

13時～ ・ 14時～ ・ 15時～

□3日  □4日

[開催時間]
10:00am→
    3:00pm

ご試食ください!!

ガラストップコンロの
展示

安心･安全で
便利機能を
搭載!!

※ご希望の時間に
　○をつけて下さい｡

ご自宅・お勤め先・携帯



■建築条件付とは、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売致します。この期間中に建築しないことが確定したときは、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しします。■返済例は全て、頭金50万円、金利0.875%(変動金利2.475%・1.6％優遇後の金利です)･りそな銀行、事務手数料31,500円、保証保険料は借入期間35年･100万円
につき20,614円、価格の100％以内で、最高融資限度額1億円の場合。お客様により諸条件が異なる場合がございます。なお返済例には保険金額は含まれておりません。■価格に「消、税又は(税込)」と記載した物件は、消費税の課税対象となるものであることを示し、価格は消費税を含んだ額です。媒介(仲介)物件の場合規定の仲介手数料、及び消費税が課せられます。■間取りに関する記
載：WIC＝ウォークインクローゼット･SIC＝シューズインクローゼット･CL＝クローゼット/収納･UB＝ユニットバス　■要農転＝農地転用届けが必要です。■略語／SRC造＝鉄骨鉄筋コンクリート造、RC造＝鉄筋コンクリート造、ALC＝気泡コンクリート造　■徒歩1分＝80m換算です。■広告制作中に売却済みとなった物件に関しましては御容赦下さい。 ■広告有効期限／発行より2週間

Mackenzie House
Natural Life｢湘南に暮らそう｣

小田原東支店

39-2727TEL.0465-
http://www.mh-odawara.com

株式会社マッケンジーハウス小田原東支店
〒250-0862 小田原市成田492-9　FAX.0465-39-2728　神奈川県知事免許(3)23756号　(公社)全日本不動産協会会員　(公社)不動産保証協会会員　(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟

《お問い合わせはこちら》

交通／東海道線国府津駅徒歩18分
土地／110.67㎡(33.47坪)
地目／宅地
用途／第1種住居地域
建ぺい率／60%
容積率／200%
所在／小田原市国府津
＊建築条件なし

(媒介)

売地物件

国府津 1,100万
円

開発分譲地内
建築条件なし!!

交通／大雄山線五百羅漢駅徒歩5分
土地／119.60㎡(36.17坪)
地目／宅地
用途／第1種住居地域
建ぺい率／60%
容積率／200%
所在／小田原市多古
＊建築条件なし

(媒介)

売地物件

多　古 1,200万
円

五百羅漢駅徒歩5分
建築条件なし!!、整形地

交通／小田急線栢山駅徒歩15分
土地／196.00㎡(59.29坪)
地目／宅地
用途／市街化調整区域(建築可)
建ぺい率／50%
容積率／100%
所在／小田原市鬼柳
＊建築条件なし
　古家有 (媒介)

売地物件

鬼　柳 1,280万
円

南側通路につき陽当り良好
敷地ゆとりの59坪

交通／東海道線鴨宮駅徒歩5分
土地／140.74㎡(42.57坪)
地目／宅地
用途／第1種住居地域
建ぺい率／60%
容積率／200%
所在／小田原市南鴨宮2丁目
＊建築条件なし
　古家有(更地渡し) (媒介)

売地物件

南鴨宮 1,550万
円

東南角地につき陽当り良好
鴨宮駅徒歩5分

交通／小田急線富水駅徒歩12分
土地／165.29㎡(50.00坪)
地目／宅地
用途／第1種低層住専地域
建ぺい率／50%
容積率／100%
所在／小田原市小台
＊建築条件なし

(媒介)

売地物件

小　台 1,750万
円

2駅利用可(相模沼田駅徒歩8分)
敷地ゆとりの50坪、整形地

交通／小田急線開成駅徒歩23分
土地／141.23㎡(42.72坪)
建物／93.63㎡(28.32坪)
構造／木造2階建
間取／3LDK(4LDKに変更可)
築年／H13年10月
所在／足柄上郡開成町円通寺
＊南道路につき陽当り良好
　かいせいモールまで730m (媒介)

戸建物件

円通寺 2,280万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

61,658円／0円

交通／東海道線小田原駅徒歩30分
土地／104.77㎡(31.69坪)
建物／106.82㎡(32.31坪)
構造／木造2階建
間取／3LDK＋納戸
築年／H15年10月
所在／小田原市東町5丁目
＊全居室8帖以上
　クリエイトS・Dまで340m (媒介)

戸建物件

東　町 1,580万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

42,304円／0円

交通／大雄山線相模沼田駅徒歩10分
土地／323.84㎡(97.96坪)
建物／95.01㎡(28.74坪)
構造／木造2階建
間取／4LDK＋納戸
築年／S56年10月
所在／小田原市新屋
＊他私道持分257.26㎡×1/20有
　敷地ゆとりの97坪、車3台駐車可 (媒介)

戸建物件

新　屋 2,800万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

76,036円／0円

交通／御殿場線上大井駅徒歩12分
土地／130.87㎡(39.58坪)
建物／104.33㎡(31.55坪)
構造／木造2階建
間取／4LDK
築年／H14年5月
所在／足柄上郡大井町上大井
＊角地につき開放感有
　カースペース有 (媒介)

戸建物件

上大井 1,680万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

45,069円／0円

交通／箱根登山線箱根板橋駅徒歩5分
専有／45.02㎡(13.61坪)
バルコニー／面積不詳
構造／RC造7階建4階部分
間取／1LDK　築年／S48年8月
管理費／11,000円/月(自主管理)
修繕積立金／管理費に含む
所在／小田原市早川2丁目 [早川パインクレスト]
＊L字型バルコニー、屋上プール付 (専任媒介)

マンション物件

早　川 500万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

12,442円／0円

交通／大雄山線岩原駅徒歩5分
土地／105.58㎡(31.93坪)
建物／92.32㎡(27.92坪)
構造／木造2階建
間取／3LDK　築年／H13年4月
所在／南足柄市岩原
＊他私道持分有
　岩原駅徒歩5分
　H25年5月内装リフォーム済 (媒介)

戸建物件

岩　原 1,680

(

税
込)

万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

45,069円／0円

交通／大雄山線大雄山駅徒歩8分
土地／126.92㎡(38.39坪)〜138.01㎡(41.74坪)
地目／宅地
用途／第1種中高層住専地域・第1種住居地域
建ぺい率／60%　容積率／200%
所在／南足柄市関本
価格／1,300万円〜1,500万円
＊建築条件なし、道路幅員4.0m・4.5m
　全6区画中今回販売3区画 (媒介)

売地物件

関　本 1,300万
円

南足柄小学校まで432m
南足柄中学校まで585m

～

交通／大雄山線大雄山駅徒歩15分
土地／100.53㎡(30.41坪)
建物／99.372㎡(30.06坪)
構造／木造2階建
間取／4LDK
築年／H25年5月
所在／南足柄市広町
＊全居室6帖以上
　車2台駐車可 (媒介)

新築物件

広　町 1,980
(

税
込)

万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

53,364円／0円
新築 交通／東海道線鴨宮駅徒歩13分

土地／111.53㎡(33.73坪)〜115.71㎡(35.00坪)
建物／92.74㎡(28.04坪)〜93.67㎡(28.32坪)
構造／木造2階建　完成予定／H25年11月中旬
間取／1・2：4LDK　3：4LDK＋WIC
確認番号／H25SHC110656号他
所在／小田原市飯泉　用途／第1種住居地域
価格(税込)／2,650万円〜2,730万円
＊全3棟販売 (媒介)

新築物件

飯　泉 2,650

(

税
込)

万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

2,650万円の場合 71,889円／0円
新築

～

交通／東海道線鴨宮駅徒歩23分
土地／127.84㎡(38.67坪)
建物／98.54㎡(29.75坪)
構造／木造2階建　間取／4LDK
完成予定／H25年10月
確認番号／第H25SBC-確01242H号
所在／小田原市成田
＊全13区画中今回販売新築建売1棟
　東南角地につき陽当り良好 (売主)

新築物件

成　田 2,980

(

税
込)

万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

81,013円／0円
新築 交通／東海道線小田原駅徒歩14分

土地／133.31㎡(40.32坪)
建物／105.99㎡(32.06坪)
構造／木造2階建　完成予定／H25年8月
間取／3LDK(4LDKに変更可)＋SIC
確認番号／第H25SBC-確00190H号
所在／小田原市中町2丁目
＊全2区画中今回販売新築建売1棟
　町田小学校まで450m (売主)

新築物件

中　町 3,980

(

税
込)

万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

92,073円／99,694円
新築

交通／小田急線新松田駅徒歩8分
土地／2区画共：120.80㎡(36.54坪)
地目／宅地
用途／第1種住居地域
建ぺい率／60%　容積率／200%
所在／足柄上郡松田町松田惣領
価格／2：1,400万円　3：1,300万円
＊建築条件付
　道路幅員3.8m・4.5m
　全3区画中今回販売2区画 (売主)

売地物件

松田惣領 1,300万
円

松田小学校まで500m
クリエイトS・Dまで550m 

～

交通／大雄山線大雄山駅徒歩7分
土地／1：124.49㎡(37.65坪)
　　　2：146.20㎡(44.22坪)
建物／1：98.94㎡(29.75坪)
　　　2：100.19㎡(30.25坪)
構造／木造2階建　築年／H25年6月
間取／1：4LDK＋WIC　2：4LDK
用途／第1種住居地域　所在／南足柄市関本
価格(税込)／1：2,780万円　2：2,580万円
＊全2棟販売、1：通行地役権設定23.9㎡有 (売主)

新築物件

関　本 2,580

(

税
込)

万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

2,580万円の場合 69,953円／0円

新築

～

交通／東海道線真鶴駅徒歩12分
専有／55.05㎡(16.65坪)
バルコニー／3.72㎡(1.12坪)
構造／RC造地下1階・地上7階建2階部分
間取／2LDK　築年／H8年3月
管理費／17,010円/月(委託・日勤)
修繕積立金／7,750円/月
所在／足柄下郡湯河原町吉浜
[オーベル真鶴]
＊オール電化、ペット飼育可(細則有) (媒介)

マンション物件

吉　浜 1,130万
円

月々返済額／ボーナス時加算額

29,861円／0円

バルコニーからの眺望

当社施工例

Architecture & Life Design.

売地物件

壗　下 1,180万
円

2区画共敷地ゆとりの43坪以上
建築条件なし!!

～

交通／大雄山線大雄山駅徒歩8分
土地／D：155.07㎡(46.90坪)
　　　E：144.04㎡(43.57坪)
地目／宅地　用途／第1種低層住専地域
建ぺい率／50%　容積率／100%
所在／南足柄市壗下
価格／D：1,180万円　E：1,320万円
＊建築条件なし、道路幅員4.0m
　他共有持分有
　通行地役権設定有、全2区画販売 (媒介)

アリーナフェア開催
8/31　&9/1土 日 in 小田原アリーナ

EVENT
INFO.

ファイナンシャルプランナーによる
｢知って得するセミナー｣を開催致します!!

セミナーご予約承ります

実際にご覧頂ける現地へご案内致します!!

デザイン × 安心設計 × 省エネ

建築の事は全て当社にお任せ下さい｡
当社専属の専門家達が手掛けたハイクオリティで安心できる家｡

マッケンジーハウスの注文住宅
耐震住宅でECOな家

間取､デザインは

お客様のオリジナルで

建築出来ます｡

当社
自由設計×
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