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5726 La Jolla Blvd
5726 Blvd, La Jolla, CA, 92037

価格: $ 795,000 

数

ベッド数

2ベッドルー
ム

 

数

バスルーム

2ベッドル
ーム

 

単位 SQ FT.

エリア

1,140

 

参考

ナンバー

160059952

 

築年数

築年

1992
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車庫/屋根付き駐車スペース 車庫/屋根付き駐車スペース
車庫/屋根付き駐車スペース ゲストパーキングエリア
アメリカ風台所 1階建て
ペット相談 暖炉
別の入り口 静かな場所
高台 高台
自転車置き場 自転車置き場
ゲストパーキングエリア ゲストパーキングエリア
アメリカ風台所 1階建て
アメリカ風台所 1階建て
ペット相談 暖炉
別の入り口 静かな場所
高台 自転車置き場
駐車 駐車
ペントハウス ペントハウス
インターネット接続 インターネット接続
支配的な地位 支配的な地位
ペット相談 暖炉
別の入り口 静かな場所
プライベートエレベーター プライベートエレベーター

アメニティー設備
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使用言語
英語

下記についてアドバイスできます：
海外の買
い手

豪華住宅 二世帯住
宅

オーシャ
ンフロン
ト物件

リゾート
＆別荘

老人ホー
ム物件

連棟住宅 別荘 Investment
properties
and 2-4 units

Real Estate the Coastal Way!

5726 Blvd, La Jolla, CA, 92037

https://ja-jp.proxioshowcase.com/5726-la-jolla-blvd

There’s an old adage in real estate that it is all about location, location, location. To Michelle it is all

about location, location, coastal! With a professional background in international marketing and

public relations, coupled with her knowledge of architecture and sales negotiations, her clients have

been successful in selling and buying residences by relying on her exceptional and unique skills.

Michelle’s success comes from the business and creative marketing strategy she applies to the

story of the home which attracts the right buyers. She is known for her technique in artfully

attracting potential to a home she is representing through the strategic and creative use of digital

media, video and architectural photography. This unique talent has allowed her to become one of

the leading agents in La Jolla and the surrounding coastal communities earning a spot in the top 2%

in the nation, being named one of the 100 Most In�uential Agents in Southern California, and

membership into some of the most prestigious real estate groups.

https://www.facebook.com/sera�nibuettner/

https://www.linkedin.com/company/sera�ni-buettner-group/?viewAsMember=true

https://www.instagram.com/_lajollahomes/

による Michelle Sera�ni
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この Web サイトの情報は、不動産業専門家、住宅建設業者、またはその担当者から提供されています。価格、詳細、販売状況は変更されている場合があります。不動産専門家また
は建設業者に確認してください。Proxio はエラーや不作為に関する責任を負いません。ここでは販売を行っていません。
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