番町幼稚園すぐそば！
スーパーやコンビニ︑
温泉施設も近くにあります！

●フジ北斎院店

ファミリーマート
南斎院郵便局● ●

●
道後さや温泉
ゆらら

売

土地

新空港通り

●
津田中学校

●番町幼稚園
●
マルナカ
高岡店

石原自動車
教習所●

●
渡辺病院

●
済美平成
中等教育学校

旧空港通り

販売価格
＜物件概要＞

松山市南斎院
1,227 万円

29 万円

●住所／松山市南斎院737番6

●建ぺい率／70％

●土地面積／139.88㎡(約42.31坪)

●容積率／200％

●地目／宅地

●交通／伊予鉄バス日吉神社口

●用途地域／第一種住居地域
●都市計画／市街化区域

通信

坪単価

株式会社コヴァエステートの不動産情報誌
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2020 Jan.
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バス停より徒歩1分
●取引形態／専属専任媒介

２０１９年１１月現在
満室稼働中！

売 瑞穂ビル

物件

販売価格
＜物件概要＞

4,920 万円（税込）

●物件タイプ／中古マンション

●築年月／昭和60年4月

●住所／松山市山越町423-4

●交通／伊予鉄道環状線 萱町六丁目駅より徒歩7分

●延床面積／359.10㎡(108.63坪)
●構造／RC
（鉄筋コンクリート造）
3階建

伊予鉄道本町線 本町六丁目駅より徒歩9分
●備考／総戸数10戸及びテナント区画1戸
●取引形態／仲介

家を売り
たい！

？
…

土 地 を 売 り たい！

でもどう やって

相談
無料

売物件募集中！

分譲地用地

収益物件

戸建住宅

PICK UP CONTENTS !!

●役員挨拶

●新入社員紹介

〜新しく加わった弊社スタッフをご紹介します〜

マンション

売却のお手伝いから弊社買取りまでお客様ひとり一人の
不動産売却に
関するご相談は

直通ダイヤル

ご都合に合わせて幅広くアドバイスさせていただきます♪

089-948-0050
営業時間／朝9：00〜夕方6:00

コヴァエステート松山本店 不動産営業部まで

松山本店

松山東支店

愛媛県松山市朝生田町 1-15-10

愛媛県松山市久米窪田町 875-2

●不動産営業部
TEL:089-948-0050/FAX:089-948-5966
●総合資産管理部（定休／水曜日）
TEL:089-915-8688/FAX:089-948-5969

●不動産営業部（定休／水曜日）
TEL:089-970-4343/FAX:089-970-3655
●総合資産管理部（定休／水曜日）
TEL:089-970-3666/FAX:089-970-3655

株式会社コヴァエステート
（公社）愛媛県宅地建物取引業協会会員

不動産公正取引協議会加盟

フジグラン重信
インフォメーションセンター

ウラ面

愛媛県東温市野田 3-1-13
TEL:089-955-5110/FAX:089-955-5101

愛媛県知事（6）第4229号
松山市朝生田町1-15-10
https://www.covaestate.com

土地情報
2020 年
１月

発行・編集／株式会社イーエーシー

謹賀
新年



新春を迎え、オーナーの皆様におかれましては、健やかにお過ごし
のこととお喜び申し上げます。
昨年は５月１日より、「平成」から「令和」として元号が変わり、
１０月１日より消費税法の一部改正に伴い、消費税及び地方消費税
の税率が１０％に引き上げられました。
時代がめまぐるしく変わるなか、我々宅建業者は先々を見据えた
行動が求められるようになっていくべきものと思われます。
私は宅建協会の理事をしている関係で松山市・東温市・久万高原
町から「空家等対策協議会委員」を委嘱されて協議会で意見を述べ
させて頂いているところですが、残念ながら、昨今少子高齢化のあ
おりで「空き家」「空き室」が非常に増えている現状です。何とか
対策はできないものか？行政とともに考えております。また、弊社
においても日々オーナー様に喜んで頂くためスタッフ一同対策を検
討し、実行しているところです。今後とも、皆様のご理解とご協力
をお願いいたします。
最後になりましたが、オーナーの皆様のご健勝とご多幸を祈念い
たしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
株式会社コヴァエステート

代表取締役

小林

昌三

おぐら

かずき

小椋

和樹

みやざき

33 歳

宮崎

やすなが

安長

しおや

62 歳

ゆうき

塩屋

祐樹

40 歳

■2018 年 11 月入社
■総合資産管理部 収益物件管理課

■2019 年 5 月入社
■総合資産管理部 営業推進役

■2019 年 7 月入社
■総合資産管理部 資産マネージメント課

●趣味など好きなことは何ですか？

●得意なスポーツはありますか？

●得意なことはありますか？

映画を見るのが好きです！高校生の頃か

5 年程前から、子供に誘われてスキーを

前職では魚の買い付けなどにも携わって

ら、ジャンルを問わずたくさん見ていま

はじめました。スキーは膝や腰を鍛える

おり、魚を捌くのは得意です！特別な資

す。最近見た映画の中では、『アベン

だけではなく、自然と有酸素運動が行え、

格が必要でない魚であれば、ほとんどの

ジャーズ／エンドゲーム』が印象に残っ

運動不足解消にもってこいです。冬の大

魚は捌けると思います。基本的に料理は

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます！！

旧年中は、格別のご厚情を賜り誠にありがとうございます。

新年を迎え、皆様のご健康とご多幸をこころよりお祈り申し上げます。

おかげさまで 弊社は今年創業２５周年を迎えます。

昨年は、平成から令和へと新しい幕開けの年でした。そして、COVA

ています。ラストのアイアンマンのセリ

自然を滑り降りる爽快感と達成感は、や

奥さんがするのですが、魚の下処理に関

昨年は、省力化投資、オリンピック関連の建設需要などに加え、消費

にとっては、このオーナー通信の初版ができ、二ヶ月に一度程度ですが、

フは涙腺を刺激しました･･･。

みつきになります！

しては私が担当です（笑）

税引上げ前の駆け込み需要も好影響を与えた 一方、相次ぐ自然災害や

様々な情報発信の機会をいただけるようになった年でした。

経済の動向、人手不足の深刻化などの懸念材料もあり、業種や地域で

毎年、新しいオーナー様、お客様が増える一方、古くからご縁のあっ

●休日の過ごし方は？

●休日の過ごし方は？

●休日の過ごし方は？

景気感に格差が生じた年でした。一企業の努力だけでは カバーしきれ

たお客様にお会いできる機会が少なくなってしまい、心苦しく思って

こう見えて（？）料理をするのも得意で、

愛犬（トイプードル 2 匹）の散歩は欠か

2 歳と 0 歳の子どもと公園で一緒に遊ぶ

ない厳しい地域経済の状況に直面しています。

おりましたが、ご無沙汰していた方から、オーナー通信、見たよ！！

時間に余裕のある時は奥さんの代わりに

さず、あとは本を読んだりしています。

ことが多いです。家族とともに過ごす時

ご飯を作ることもあります。得意料理は

最近は、映画化やテレビ化される予定の

間は、リフレッシュにぴったりです。2

私たち社員は、地域に根ざした不動産会社の一員として、お客様の財

とお電話をいただいたり、相続や売買のご相談をいただいたりと、本

パスタですが、一般的な料理であればだ

小説を読んでいます。頭のリフレッシュ

人とも女の子なので、パパっ子でいてく

産と利益を守るために一つの考えに偏らず、常に新しく幅広い情報の

当に感謝の一年でした。

いたい作れると自負しています（笑）

にもなりますし、想像力も鍛えられるの

れるのも今のうちかな･･･と思いながら

収集に努めできる限り的確なご提案が出来るよう、地道にひとつずつ

今年は、東京オリンピックの年。熱くなりそうな一年です。私たちスタッ

で今後も続ける予定です。

今を楽しんでいます。

取り組んで参りたいと存じます。

フ一同も燃えるような熱い一年を過ごしたいと思います！！

本年も変わらぬお引き立ての程 よろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが、本年も変わらぬご厚情と、叱咤激励のほど、よ

定期的に勉強会やセミナー等にも足を運

●今後の抱負は？

●今後の目標は？

んでいるのですが、少子化による学生数

前職の銀行員時代に学んだ営業の仕事を

直近の目標としては、賃貸不動産経営管

皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

ろしくお願い申し上げます。

の減少が叫ばれる中、今後の賃貸住宅業

活かしつつ、お客様であるオーナー様の

理士の資格を取得することです。まだま

界にとって外国人顧客は大切なユーザー

満足度を高めていくために、自分の能力

だ未熟者ではありますが、1 件 1 件の仕

層となると予想されます。そうなると、

を発揮できるよう、更なる努力を重ねて

事を丁寧に取り組み、オーナー様や入居

今までなかった入居トラブル等も増える

いきたいと思っています。

者様から信頼される人になりたいと考え

株式会社コヴァエステート

専務取締役

清水

修次

株式会社コヴァエステート

常務取締役

中川

貴深

●今後身に付けたいスキルは？

と思うので、臨機応変に対応できるよう
に勉強を重ねたいです。

ています。

