の 不動産

得 情報

売 松山大街道
三丁目
住宅
松山市中心部ロープウェイ街に位置する好立地

販売価格
＜物件概要＞

13,000 万円（税込）

●物件タイプ／店舗
（一括）

●築年月／平成4年1月

☎089-948-0050

コヴァエステート松山本店

総合不動産営業部

売 松山市朝生田町
一丁目
土地
販売価格
＜物件概要＞

2,833 万円（税込）

●物件タイプ／売土地

●建ぺい率／60% ●容積率／200%

●住所／松山市大街道三丁目７番地６

●交通／伊予鉄道市駅線 松山市駅 徒歩20分

●住所／松山市朝生田町一丁目121番2

●接道状況／二方

●土地面積／259.59㎡(78.52坪)

●校区／東雲小学校、
東中学校

●土地面積／235.31㎡(約71.18坪)

●現況／更地

●建物面積／375.50㎡(113.58坪)

●取引形態／専属専任媒介

●地目／宅地

●条件等／現況渡し

●用途地域／一種住居

●取引形態／一般媒介

●構造／鉄骨造

通信
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スーパー・コンビニ・ドラッグストアすぐ近く！

売 アルファステイツ中央通り 売 松山市松ノ木
土地
マンション
販売価格
＜物件概要＞

802号室

2,550 万円（税込）

販売価格
＜物件概要＞

1,379 万円（税込）

●物件タイプ／中古分譲マンション

●築年月／平成20年3月

●物件タイプ／売土地

●建ぺい率／60%●容積率／200%

●住所／松山市中央町1丁目74番1

●交通／伊予鉄道萱町六丁目駅より徒歩11分

●住所／松山市松ノ木一丁目2110番10

●接道状況／一方

●専有面積／95.30㎡(28.82坪)

●校区／清水小学校・勝山中学校

●構造／RC造10階建の8階

●取引形態／専属専任媒介

家 を 売 り たい！
りたい！
土地を売
て ？
…
うやっ
でもど

相談
無料

●現況／上物有

●土地面積／228.09㎡(68.99坪)

●条件等／相談

●地目／宅地

●取引形態／専任媒介

●用途地域／一種住居

売物件募集中！

分譲地用地

収益物件

戸建住宅

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♪

不動産売却に関するご相談は
コヴァエステート松山本店 総合不動産営業部まで

貸 西石井事務所
物件
家賃

松山市松ノ木一丁目2110番16

13 .2 万円

共益費

＜物件概要＞

3 千円

営業時間／朝9：00〜夕方6:00

089-948-0050

貸 松山文庫 第２ビル
物件
家賃

82 .5 万円

共益費

＜物件概要＞

0円

●住所／松山市西石井六丁目７番地15-2号

●住所／松山市大街道三丁目７番６

●敷金／36万円

●構造／鉄骨造瓦葺陸屋根３階建

●礼金／12万円

●構造／木造2階建

●校区／東雲小学校、
東中学校

●校区／石井小学校、
南中学校

●交通／伊予鉄道市駅線 松山市駅 徒歩20分

●交通／横河原線いよ立花駅まで徒歩24分

賃貸物件のに関するお問い合わせは

ご入居様サポート専用ダイヤル

☎089-915-8688

お気軽に
お電話ください

www.covaestate.com

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

愛媛県知事
（6）第4229号

松山本店

愛媛県松山市朝生田町 1-15-10

松山東支店

愛媛県松山市久米窪田町 875-2

謹賀新年
本年も宜しくお願い申し上げます

弊社スタッフより新年のご挨拶を申し上げます

新 年あけまして
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。
旧年中は格別のお引き立てをいた
だき、誠にありがとうございました。
弊社は、本年も皆様により一層ご
満足いただける企業をめざしま
す。今後とも変わらぬご愛顧を賜

コヴァエステート２５周年を振り返って

りますようお願い申し上げます。

まず初めに、弊社は 2021 年 11 月 16 日に創立 26 年目を無事に迎

専務取締役

えることができました。これもひとえにわれわれコヴァエステート
への皆様方のご支援、ご愛顧の賜物と心から感謝いたしております。

清水

修次

今年は固定概念に “寅 “われず
（捉われず）
、

弊社にとって 25 周年という記念すべき年であった昨年を振り返ると、未だ新型コロナウイルスの影響は多大

新たな事にも積極的に

であったと言わざるを得ません。普段であれば、オープンハウスや売り出しイベントを行うなど、実際にお客

“寅” イ（トライ）し、

昨年は、皆様の温かいお言葉に
励まされ、新しいことにチャレンジ
することができました！！
「虎穴に入らずんば虎子を得ず」
初 心と感 謝 を 忘 れ ず 精 一 杯
務めさせていただきます。
常務取締役

中川

貴深

不動産営業部

年となってしまったと思います。ですがコロナの影響はありつつも、弊社全体の業績としては大きく落ち込む

今年の干支『寅』に因んだこと
わざ『虎は千里往って千里還る』
のように、勢い盛んな良い一年
になることを期待しています。
総務課

新田

泰

あけましておめでとうございます。

まだ若輩者ですが、

今年も勉強させていただきな

どうぞよろしくお願いいたします。

がら、お客様のお役にたてま
すよう努めます。
今年も笑って過ごしていきま
しょう！

たい）です。

ると、やはりそういった形をとっての業務は難しい状況でした。そういった意味では、非常に残念であった 1

明けましておめでとうございます。

2021 年は大変お世話になりました。
これからも精進致します。

新規事案を “寅 “えたい（捕え

様とお顔を合わせて業務を行っていくところですが、新型コロナウイルスが猛威を振るった昨今の情勢を考え

明けまして、
おめでとうございます。

佐伯

浩志

不動産営業部

平田

大祐

不動産営業部

坂本

大幸

ようなこともなく、まずまずの業績を維持することができました。これはひとえに社員が大きく成長をしてく
れたことにより生まれた結果です。コロナの影響があったにも関わらず、こういった成果を得られたことは大

明けましておめでとうございます。

変喜ばしく思っております。また、改めて社員というものが企業の基盤であることを実感した年となりました。

本年も宜しくお願いいたします。

さて、
私事でございますが令和 2 年 7 月 6 日に（公社）愛媛県宅地建物取引業協会会長に就任をいたしました。
多くの皆様のお力添えを賜りながら、県民の皆様が安心・安全な不動産取引を行えるよう、不動産業界の発展

あけましておめでとうございます。
今年は私、寅年年男となります！
昨年ご指導頂いたことを基盤に、

管理部としていろんなことに

自分なりの創意工夫を凝らし、明

トライしお客様のご要望にお応

るく笑顔で新たな仕事に挑んで
いこうと思っています。今年も

えできますよう尽力いたします。

のために邁進しているところでございます。また、令和 3 年 7 月 12 日には、
「建設事業関係功労者等国土交通
大臣表彰」を賜り、私にとってもこの 1 年は、大きな出来事のあった年となりました。

総合資産管理部

２７周年目に向けてこれからの取り組み・展望

新年おめでとうございます。

塩屋

祐樹

激変する社会環境に伴い、

やはり経営を安定化していくことがもっとも重要であると考えております。我々の主要な収入源

価値観や生活様式など様々な

として売買及び売買仲介がありますが、コロナの影響による建築業界における建築単価の変動

ものが変化しています。

やウッドショックなど、どうしても経済の影響に左右されてしまいます。ですので、出来る限り

新しい時代に遅れないよう、
少しでも頭と心を柔軟にして

そういった影響を受けない分野で会社の基盤を固めてまいりました。その安定した収入源となる

頑張ります。

事業として、
「自社マンション経営」
「太陽光発電」
「賃貸管理業務」を 3 本柱として行なってお

総合資産管理部

ります。今後はこの 3 つの事業のさらなる安定化を目指していくつもりです。特に賃貸管理業務
については、2021 年 6 月 15 日に賃貸住宅管理業法（賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する
法律）が施行されたこともあり、業務を法律に則り行う体制をしっかりと整えてまいりました。
今後はより一層体制を整えて、多くのお客様のお力になれるように企業として成長していく所存
です。アフターコロナを見据えながらさらなる経営安定化を目指して、コヴァエステートはこれ

株式会社コヴァエステート

からも愛媛県の不動産業界をリードする企業であり続けたいと思います。

代表取締役

小林 昌三

宮内

一年間、よろしくお願いします。

泰三

総合資産管理部

小椋

和樹

先の見えなかったコロナ渦では

昨年よりグループ会社の

ありましたが、少しずつではあ

新事業部へ異動になりました。

りますが経済の回復も見え始め
てきています。
この機に虎口を脱するよう、
総合資産管理部一丸となって
頑張っていきます。
総合資産管理部

藤原

洋平

只今勉強中です。
まだまだ不慣れですが気持ちは
フレッシュに何事にもトライし
たいと思います。
総合資産管理部

川口

千代

あけましておめでとうござい

日々精進

明けましておめでとうござい

ます。

円滑に仕事ができる様に頑張

ます。

アラサー只今肌の曲がり道と

ります。

笑ガオーで営業を支える縁の

色々な曲がり道

下の力持ちになれますよう、

肌は曲がっていても仕事は

日々寅イしたいと思います。

真っ直ぐ素直に頑張ります。
総合資産管理部

渡部

ゆい

総合資産管理部

中島

加奈美

総合資産管理部

仰木

美紀

コヴァエステート SDGs 宣言

住み続けられるまちづくり

当 社 は 国 連 が 提 唱 す る「 持 続 可 能 な 開 発 目 標（ S D G s ）」に 賛 同 し

積極的な取り組みを通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

本年もより一層のご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

