
（株）ぱど ＜埼玉＞ 冨永 達也（000665）

制作担当 / 大瀬・山﨑　修正担当 / 大瀬

●株式会社サンシティホーム大宮店タブロイド首都圏直営版　2017/09/22号
重要回答事項有： カンプ：タイアップ：

3

0147380005001

確認担当 /
種別：表 2 対向もじ下

●頭金がないけど… 
●マイカーローン等、借入があるけど…　
●高年齢だけどローンは組めるの？
●所得が少ないけど、いくら借りられるの？

●転、就職して期間が短いけど…●自営業だけど…サンシティホーム提携住宅ローン

頭金
で諸経費も借りられます00円

まずは ください!!ご相談

☎0120-460-085☎0120-460-085

＜建築条件付土地の場合＞
※土地売買契約後三ヶ月以内に住宅建築請負契約を結んで頂きます。※建
築請負契約が不成立の場合、契約を解除し受領した金銭は全額返金します。
住宅ローンのご相談承ります。サンシティホーム提携住宅ローン頭金0円で
諸経費も借りられます。お気軽にお問い合わせください。お客様のご事情に
より借入ができない場合があります。当社提携都市銀行。融資限度額1億円。

●（社）全国宅地建物取引業保証協会会員　●（社）埼玉県宅地建物取引業協会会員
●埼玉県知事免許（5）第17616号　●（社）首都圏不動産公正取引協議会会員
●（社）全国宅地建物取引業保証協会会員　●（社）埼玉県宅地建物取引業協会会員
●埼玉県知事免許（5）第17616号　●（社）首都圏不動産公正取引協議会会員

〒337-0051
さいたま市見沼区東大宮　7丁目71番地8

飛び込み
来店
大歓迎

株式
会社

大宮店

キッズスペースあり

お子様連れでも安心です。
ご家族皆様でおいでください!!

取引態様/媒介

土地土地 戸建戸建 マンションマンション買取保証制度有
売却物件売却物件応援フェア

実施中！

不動産の免許更新は5年ごとに行われ、更新が行われるたび、免許番号
の（）内の数字が増えていきます。つまり、（）内の数字が大きければ大きい
ほど、設立してから歴史がある会社だという事。株式会社サンシティホー
ムは（5）。なんと25年以上も地元さいたま市に根付いているんです。

免許番号（ ）内の数字の意味を
ご存知でしたか？豆 知 識

武蔵野銀行

ドイト

ドラッグ
セイムス

マルエツ

と
ん
で
ん

サンシティホーム
大宮店
専用駐車場
20台分有

東大宮駅入口

東大宮

第
二
産
業
道
路

東　口八雲神社
入口

太陽光発電付きオール電化でエコ生活♪

駅歩9分

●交通/JR川越線西大宮駅歩9分
●土地/101.52㎡(30.70坪)
●建物/89.42㎡●間取/4LDK
●築年月/平成13年12月築
●所在/さいたま市西区指扇

万円西大宮11 1,930古
中

●交通/埼玉新都市交通伊奈線内宿駅歩9分
●土地/120.27㎡(36.38坪)
●建物/99.37㎡●間取/4LDK
●完成/平成29年5月完成済
●所在/北足立郡伊奈町西小針5丁目

万円
(税込)内宿7 1,680築

新

駅歩9分

全室6帖以上、南向き、ルーフバルコニー

●交通/JR川越線指扇駅歩10分
●土地/107.59㎡(32.54坪)●建物/95.02㎡
●間取/4LDK
●完成/平成29年9月入居予定
●所在/さいたま市西区西遊馬

万円
(税込)指扇17 2,480築

新

全室
二面採光

パントリー付き広 リ々ビング20帖超!!

スーパー、公園2分（160m）内の便利な住環境

都市ガス
本下水

●交通/JR高崎線上尾駅歩14分
●土地/102.55㎡(31.02坪)●用途/第2種住居地域
●地目/宅地●現況/更地
●建ぺい率/60%●容積率/200%
●所在/上尾市愛宕2丁目

万円上尾4 980地
売

駅歩6分の整形地・更地

土地66坪

●交通/ニューシャトル線羽貫駅歩6分
●土地/219.28㎡(66.33坪)●用途/無指定
●地目/宅地●現況/更地
●建ぺい率/60%●容積率/200%
●所在/北足立郡伊奈町羽貫

万円羽貫2 980地
売

区画整理地内、ハレノテラスまで500m

土地34坪

●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩21分
●土地/113.00㎡(34.18坪)●用途/第1種中高層住専
●地目/宅地●現況/古家有
●建ぺい率/60%●容積率/200%
●所在/さいたま市見沼区島町

万円東大宮6 1,280地
売

南道路に面した整形地

建築条件
付き

●交通/JR高崎線上尾駅歩18分
●土地/50.42㎡(15.25坪)●用途/第第1種住居地域
●地目/宅地●現況/古家有
●建ぺい率/60%●容積率/200%
●所在/上尾市上尾村

万円上尾1 490地
売

土地48坪

●交通/JR高崎線桶川駅歩7分
●土地/161.83㎡(48.95坪)●用途/第1種低層住専
●地目/宅地●現況/古家有
●建ぺい率/50%●容積率/80%
●所在/桶川市若宮2丁目

万円桶川5 1,180地
売

スーパー、公園、駅、徒歩7分（560m）内日当たり良好の店舗付き住宅

駅歩
7分

●交通/ニューシャトル沼南駅歩7分
●土地/69.76㎡(21.10坪)
●建物/76.38㎡●間取/4LDK
●築年月/平成2年7月築
●所在/上尾市原市

万円上尾3 980古
中

カースペース4台可、ロフト付きの大型住宅

都市ガス
本下水

●交通/JR川越線指扇駅歩11分
●土地/152.56㎡(46.14坪)
●建物/133.31㎡●間取/5LDK
●築年月/平成2年1月築
●所在/さいたま市西区土屋

万円指扇16 2,380古
中

家族が集まる中央配置のリビング20帖

122㎡

●交通/JR宇都宮線東大宮駅バス16分東二番街停歩1分●専
有面積/122.1㎡(36.93坪)●14階建4階部分●間取/4LDK+
納戸●管理費9,300円/月●修繕積立金
16,450円/月●築年月/平成10年11月築
●所在/さいたま市見沼区春野1丁目

万円東大宮8 1,750マ
ン
シ
ョ
ン

●交通/JR高崎線上尾駅バス13分浄水場前停歩1分
●土地/115.07㎡(34.80坪)
●建物/99.57㎡●間取/4LDK
●完成/平成29年7月完成済
●所在/上尾市平塚

万円
(税込)上尾10 1,890築

新

ワイドルーフ
バルコニー

Wウォークインクローゼットで収納多数水回り新規交換、リフォーム済

駅歩7分

●交通/JR高崎線桶川駅歩7分
●土地/105.51㎡(31.91坪)
●建物/83.83㎡●間取/4LDK
●築年月/平成11年11月築
●所在/桶川市鴨川1丁目

万円桶川9 1,780古
中

●交通/JR高崎線北上尾駅歩17分
●土地/124.55㎡(37.67坪)●建物/96.05㎡
●間取/4LDK
●完成/平成29年3月完成済
●所在/上尾市浅間台3丁目

万円
(税込)北上尾15 2,330築

新

カースペース
2台可

耐震等級にて最高等級取得!!カースペース5台可の2世帯住宅

土地
103坪超

●交通/JR高崎線桶川駅バス18分菖蒲総合支所
前停歩10分●土地/341.21㎡(103.21坪)
●建物/139.75㎡●間取/4SLDK＋1DK
●築年月/平成20年4月築
●所在/久喜市菖蒲町上大崎

万円桶川14 2,300古
中

築浅カースペース最大4台駐車可

駅歩9分

●交通/JR高崎線北本駅歩9分
●土地/122.35㎡(37.01坪)
●建物/95.22㎡●間取/3SLDK
●築年月/平成25年5月築
●所在/鴻巣市小松4丁目

万円北本13 2,290古
中

●交通/JR高崎線鴻巣駅バス10分下屈巣停歩3分●
土地/350.00㎡(105.87坪)●建物/105.99㎡(32.06坪)●
用途地域/無指定●間取/4LDK●
完成/平成29年9月入居予定●所
在/鴻巣市屈巣※全2棟今回販売1棟

万円
(税込)鴻巣12 2,270築

新

SIC
収納多数

100坪超の土地にカースペース6台可!!

●交通/JR高崎線北上尾駅歩7分・上尾駅歩13分
●土地/107.94㎡(32.65坪)●建物/108.05㎡
(32.68坪)●間取/4LDK
●完成/平成29年8月完成済
●所在/上尾市春日1丁目

万円
(税込)上尾19 3,290築

新

カースペース
並列2台可

WIC、SIC、パントリーなど収納多数前面道路5.2m整形地

駅歩15分

●交通/JR川越線西大宮駅歩15分
●土地/175.01㎡(52.94坪)●用途/無指定
●地目/宅地●現況/更地
●建ぺい率/60%●容積率/200%
●所在/さいたま市西区清河寺

万円西大宮18 2,980地
売

●交通/ニューシャトル線東宮原駅歩8分●土地/80.38㎡
(24.31坪)●建物/108.48㎡(32.81坪)●用途地域/第1
種中高層住専●間取/4SLDK●完成/平
成29年10月入居予定●所在/さいたま市北
区本郷町※全2棟今回販売1棟

万円
(税込)東宮原20 3,880築

新

駅歩8分

角地、バルコニー2ヶ所で日当り良好

●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩10分
●土地/105.59㎡(31.94坪)
●建物/83.83㎡(25.35坪)●間取/4LDK
●築年月/昭和63年5月築
●所在/上尾市瓦葺

中
古
東大宮　徒歩10分
1,480万円販売

価格

全室6帖以上、南向きバルコニー

●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩19分、東武アーバンパークライン大和田駅歩19分、
JR宇都宮線東大宮駅バス5分砂中央公園停歩2分●土地/122.87㎡(37.16坪)～
123.31㎡(37.30坪)●建物/105.16㎡(31.81坪)～110.74㎡(33.49坪)●用
途地域/第1種住居地域●間取/4LDK●築年月/平成29年7月完成済※全8棟今回
販売2棟、販売価格2,990万円～3,390万円●所在/さいたま市見沼区堀崎町

新
築
東大宮　全8棟
2,990万円より販売

価格
＜税込＞

南道路に面した日当り良好南欧風住宅
●交通/JR高崎線宮原駅バス8分しらかば通り停歩4分●土地
/139.41㎡(42.17坪)～140.43㎡(42.48坪)●建物/105.99㎡
(32.06坪)～113.44㎡(34.31坪)●用途地域/第1種中高層住専●間
取/4LDK～4SLDK●築年月/平成29年9月入居予定※全8棟今回販売
8棟、販売価格3,190万円～3,590万円●所在/さいたま市北区別所町

新
築
宮原　全8棟
3,190万円より販売

価格
＜税込＞

全棟南向き大型バルコニー、並列駐車3台可

●交通/埼玉高速鉄道線浦和美園駅歩17分●土地/152.30㎡
(46.07坪)～174.12㎡(52.67坪)●建物/94.76㎡(28.66坪)～
106.11㎡(32.09坪)●用途地域/第1種住居地域●間取/4LDK～
4SLDK●完成/平成29年9月入居予定※全6棟今回販売4棟、販売価
格3,499万円～4,099万円●所在/さいたま市岩槻区美園東1丁目

新
築
浦和美園　全6棟
3,499万円より販売

価格
＜税込＞

並列駐車3台可、区画整理の進む新しい街並！
●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩12分●土地/各99.06
㎡(各29.96坪●建物/各101.02㎡(各30.55坪)●用
途地域/第1種中高層住専●間取/各4LDK●完成/平成
29年7月完成済※全2棟今回販売2棟、販売価格各
3,480万円●所在/さいたま市見沼区東大宮6丁目

新
築
東大宮　徒歩12分
3,480万円販売

価格
＜税込＞

南向き大型窓のLDK19帖超!!
●交通/JR京浜東北線大宮駅歩19分・さいたま新都心駅歩19分●土
地/121.02㎡(36.6坪)～142.22㎡(43.02坪)●建物/104.49㎡
(31.60坪)～113.40㎡(34.30坪)●用途地域/第2種中高層住専●
間取/4LDK●完成/平成29年6月完成済※全5棟今回販売2棟、販売
価格4,899万円～5,199万円●所在/さいたま市大宮区天沼町2丁目

新
築
大宮　全5棟
4,899万円より販売

価格
＜税込＞

大宮駅徒歩19分！床暖房とエネファームでエコ生活♪

●交通/東武アーバンパークライン大和田駅歩10分
●専有面積/84.72㎡(25.62坪)●10階建6階部分
●間取/3LDK●管理費12,800円/月●修繕積立金
7,040円/月●築年月/平成20年1月築
●所在/さいたま市見沼区大和田町2丁目

マ
ン
シ
ョ
ン

大和田　徒歩10分
2,890万円販売

価格

南東角部屋、ゆったりLDK19帖！
●交通/JR高崎線桶川駅歩35分
●土地/204.00㎡(61.71坪)
●建物/133.00㎡(40.23坪)
●間取/4LDK●築年月/平成22年11月築
●所在/桶川市坂田

中
古
桶川　デザイン住宅
2,980万円販売

価格

リフォーム済、カースペース2台可
●交通/ニューシャトル線丸山駅歩10分
●土地/104.70㎡(31.67坪)
●建物/93.56㎡(28.30坪)
●間取/4LDK●築年月/平成6年9月築
●所在/北足立郡伊奈町小室

中
古
丸山　徒歩10分
1,280万円販売

価格

全室南向き、レンガ敷のお庭あります
●交通/東武アーバンパークライン豊春駅歩17分
●土地/80.60㎡(24.38坪)
●建物/83.22㎡(25.17坪)●間取/3LDK
●築年月/平成20年3月築
●所在/さいたま市岩槻区小溝

全居室６帖以上、南道路に面した明るい住宅です

中
古
豊春　南道路
1,680万円販売

価格
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