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制作担当 / 髙橋・クーコム　修正担当 / 大出

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　2017/03/03（TP1414）
重要回答事項有： カンプ：タイアップ：
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0147090452001

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 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！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。

松屋

●（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
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来店
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社
案
内
図

専用駐車場
20台分
有

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

LDK20帖、オートロック、南角部屋

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●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 2,080マ
ン
シ
ョ
ン

内外装リフォーム済

即入居可

●交通/JR宇都宮線新白岡駅歩16分
●土地/105.84㎡(32.01坪)●建物/78.94㎡
●間取/4LDK
●築年月/平成2年3月築
●所在/白岡市高岩

万円新白岡2 1,000古
中

LDK19帖、ルーフバルコニー、並列駐車2台可
●交通/JR宇都宮線蓮田駅歩15分
●土地/150.98㎡(45.67坪)
●建物/99.99㎡●間取/4LＤＫ
●完成/平成29年1月完成済
●所在/蓮田市椿山1丁目

万円
(税込)蓮田11 2,380築

新

南公道

並列駐車3台可、ルーフバルコニー
●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩19分
●土地/139.69㎡(42.25坪)
●建物/103.50㎡●間取/4LDK
●完成/平成29年2月完成済
●所在/上尾市原市

万円
(税込)東大宮13 2,680築

新

土地42坪

植竹小450ｍ、ツインバルコニー
●交通/JR宇都宮線土呂駅歩14分
●土地/82.93㎡(25.08坪)
●建物/117.04㎡●間取/4LDK
●完成/平成29年2月完成済
●所在/さいたま市北区植竹町1丁目

万円
(税込)土呂17 3,480築

新

LDK
18.25帖

内装リフォーム済、即入居可

南公道

●交通/JR武蔵野線東浦和駅歩27分
●土地/111.64㎡(37.77坪)●建物/89.43㎡
●間取/4LDK
●築年月/昭和61年10月築
●所在/川口市木曽呂

万円東浦和5 1,500古
中

南角地、ワイドバルコニー、全居室6帖以上

駅歩4分

●交通/ニューシャトル線今羽駅歩4分
●土地/95.68㎡(28.94坪)●建物/98.74㎡
●間取/4LDK
●築年月/平成14年8月築
●所在/さいたま市北区吉野町1丁目

万円今羽14 2,800古
中

区画整理隣接地、南道路

本下水

●交通/東武伊勢崎線栗橋駅歩10分
●土地/153.10㎡(46.31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/150%
●所在/加須市旗井

万円栗橋1 860地
売

本下水、区画整理地内

整形地

●交通/東武アーバンパークライン七里駅歩18分
●土地/108.67㎡(32.87坪)●用途/第1種住居地域
●地目/畑●現況/更地
●建ぺい率/60%●容積率/200%
●所在/さいたま市見沼区春岡2丁目

万円七里4 1,380地
売

駅歩10分、並列駐車2台可
●交通/埼玉高速鉄道線戸塚安行駅歩10分
●土地/118.28㎡(35.77坪)
●建物/103.11㎡●間取/4SLＤＫ
●完成/平成28年8月完成済
●所在/川口市戸塚5丁目

万円
(税込)戸塚安行16 3,280築

新

LDK16帖

平成26年築、６ｍ公道、ＷＩＣ
●交通/JR宇都宮線蓮田駅歩22分
●土地/120.14㎡(36.34坪)
●建物/95.98㎡●間取/4LDK
●完成/平成26年4月築
●所在/北足立郡伊奈町栄1丁目

万円
(税込)蓮田10 2,350中

古

並列駐車
2台可

駅歩7分、内装リフォーム済、テラス

カースペース
2台可

●交通/ニューシャトル線内宿駅歩7分
●土地/140.59㎡(42.52坪)●建物/80.31㎡
●間取/3LDK
●築年月/平成19年4月築
●所在/北足立郡伊奈町西小針1丁目

万円内宿7 1,880古
中

オール電化、６ｍ公道、グルニエ

駅歩10分

●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩10分
●土地/100.01㎡(30.25坪)●建物/91.08㎡
●間取/4LDK
●築年月/平成10年10月築
●所在/さいたま市見沼区東大宮4丁目

万円東大宮9 2,320古
中

区画整理隣接地、南道路

整形地

●交通/東武アーバンパークライン大和田駅歩19分
●土地/100.02㎡(30.25坪)●用途/第2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/さいたま市見沼区蓮沼

万円大和田3 1,080地
売

カースペース2台可、三方角地、WIC
●交通/JR宇都宮線新白岡駅歩10分
●土地/151.54㎡(45.84坪)
●建物/99.78㎡●間取/4ＬＤＫ
●完成/平成28年10月完成済
●所在/白岡市新白岡9丁目

万円
〈税込〉新白岡6 1,880築

新

駅歩10分

高気密高断熱、高台
●交通/埼玉高速鉄道線浦和美園駅歩9分
●土地/123.48㎡(37.35坪)
●建物/94.80㎡●間取/3SLＤＫ
●完成/平成28年12月完成済
●所在/さいたま市緑区大門

万円
(税込)浦和美園18 4,160築

新

駅歩9分

並列駐車2台可、高台、WIC2箇所
●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩20分
●土地/146.86㎡(44.42坪)
●建物/102.67㎡●間取/4LDK
●完成/平成29年5月入居予定
●所在/さいたま市見沼区東大宮3丁目

万円
(税込)東大宮15 2,998築

新

ワイド
バルコニー

耐震最高等級、シューズインクローク
●交通/東武アーバンパークライン岩槻駅歩9分
●土地/106.52㎡(32.22坪)
●建物/93.98㎡●間取/4ＬＤＫ
●完成/平成28年11月完成済
●所在/さいたま市岩槻区仲町1丁目

万円
〈税込〉岩槻12 2,480築

新

駅歩9分

●交通/JR高崎線宮原駅歩13分●土地/104.29㎡(31.54坪)
～117.70㎡(35.6坪)●建物/102.86㎡(31.12坪)～105.30㎡
(31.85坪)●用途地域/第1種住居地域●間取/4LDK
●完成/H28年12月完成済※全4棟今回販売4棟、販売価格
3,780万円～3,930万円●所在/さいたま市北区宮原町2丁目

新
築
宮原　全4棟
3,780万円より販売

価格

LDK18.5帖 主寝室7.7帖 カースペース2台可

＜税込＞

●交通/JR宇都宮線蓮田駅バス15分西城三丁目停歩6分●土地
/120.14㎡(36.34坪)～158.15㎡(47.84坪)●建物/100.19㎡
(30.30坪)～105.98㎡(32.05坪)●用途地域/第１種低層住居地域
●間取/4LDK●完成/H29年1月完成済※全3棟今回販売3棟、
販売価格2,398万円～2,798万円●所在/蓮田市西新宿2丁目

新
築
蓮田　全3棟
2,398万円より販売

価格

2F全居室WIC完備 インナーバルコニー カースペース2台可

＜税込＞

●交通/東武アーバンパークライン岩槻駅歩13分●土地
/各139.42㎡(42.17坪)●建物/101.24㎡(30.62坪)～
106.92㎡(32.34坪)●用途地域/第1種低層住専●間取/各4LDK
●完成/平成29年2月完成済※全3棟今回販売2棟、販売価格
2,780万円～3,180万円●所在/さいたま市岩槻区加倉4丁目

新
築
岩槻　全3棟
2,780万円より販売

価格

駅歩13分 6ｍ道路 カースペース2台可

＜税込＞

●交通/JR川越線西大宮駅歩15分●土地/135.29㎡(40.92坪)
～141.20㎡(42.71坪)●建物/105.15㎡(31.80坪)～
114.27㎡(34.56坪)●用途地域/第1種低層住専●間取
/4LDK●完成/H28年10月完成済※全4棟今回販売3棟、
販売価格2,980万円～3,080万円●所在/さいたま市西区高木

新
築
西大宮　全４棟
2,980万円より販売

価格

駅歩15分 並列駐車2台可 区画整理地内

＜税込＞

●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩19分●土地/116.55
（35.25坪）㎡～141.52㎡（42.8坪）●用途/第1種住居地域
●地目/畑●建ぺい率/60%●容積率/200%●現況/更地
※全8区画今回販売7区画、販売価格1,800万円～
2,700万円●所在/さいたま市見沼区堀崎町

売
地
東大宮　全8区画
1,800万円より販売

価格

開発分譲地 都市ガス・本下水 35坪以上
●交通/東武アーバンパークライン大和田駅歩15分●土地
/107.45㎡(32.5坪)～111.19㎡(33.63坪)●用途
/第1種低層住専●地目/宅地●建ぺい率/50%●容積率
/100%●現況/更地※全4区画今回販売4区画、販売価格1,690
万円～1,990万円●所在/さいたま市見沼区大和田町1丁目

売
地
大和田　全4区画
1,690万円より販売

価格

駅歩15分 都市ガス 本下水

●交通/埼玉高速鉄道線浦和美園駅歩7分●土地/178.76㎡
(54.07坪)～178.78㎡(54.08坪)●用途/第1種住居地域
●地目/田●建ぺい率/60%●容積率/200%●現況/更地※
全3区画今回販売3区画、販売価格3,980万円～4,080万円
●所在/さいたま市緑区中野田 

売
地
浦和美園　全3区画
3,980万円より販売

価格

駅歩7分 建築条件なし 6ｍ道路
●交通/埼玉高速鉄道線浦和美園駅歩15分●土地/123.11㎡
(37.24坪)～184.49㎡(55.8坪)●建物/104.08㎡(31.48坪)
～119.88㎡(36.26坪)●用途地域/第1種中高層住専●間取
/4LDK●完成/平成29年4月入居予定※全8棟今回販売4棟、販売
価格3,780万円～4,480万円●所在/さいたま市岩槻区釣上新田

新
築
浦和美園　全8棟
3,780万円より販売

価格

区画整理地内 カースペース2台可駅歩15分

＜税込＞

●交通/ニューシャトル線羽貫駅歩3分●土地/141.33㎡(42.80坪)
～185.30㎡(56.05坪)●建物/104.33㎡(31.55坪)～105.99
㎡(32.06坪)●用途地域/第1種住居地域●間取/3LDK～4LDK
●完成/平成29年4月入居予定※全7棟今回販売7棟、販売価格
2,680万円～3,280万円●所在/北足立郡伊奈町学園1丁目

新
築
羽貫　全7棟
2,680万円より販売

価格

南欧風住宅 カースペース2台可駅歩3分

＜税込＞

●交通/JR宇都宮線土呂駅歩13分●専有面
積/66.53㎡(20.12坪)●19階建2階部分●
間取/3SLDK●管理費11,224円/月●修繕
積立金4,380円/月●築年月/平成24年12
月築●所在/さいたま市北区宮原町1丁目

マ
ン
シ
ョ
ン

土呂　平成24年築
3,590万円販売

価格

住友不動産施工 ステラタウンまで480ｍ ペット可

●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩5分●専有面積
/74.52㎡(22.54坪)●8階建7階部分
●間取/3LDK●管理費13,640円/月●修繕
積立金7,000円/月●築年月/平成17年5月築
●所在/さいたま市見沼区東大宮5丁目

マ
ン
シ
ョ
ン

東大宮　駅歩5分
2,780万円販売

価格

内装リフォーム渡し オートロック 床暖房

●交通/東武アーバンパークライン東岩槻駅歩11分●土地/122.90㎡
(37.17坪)～128.91㎡(38.99坪)●建物/96.05㎡(29.05坪)～
99.99㎡(30.11坪)●用途地域/第2種中高住専●間取/4LDK
●完成/H29年3月入居予定※全4棟今回販売4棟、販売価格
2,480万円～2,980万円●所在/さいたま市岩槻区南平野1丁目

新
築
東岩槻　全4棟
2,480万円より販売

価格

全居室南向き ワイドバルコニー WIC

＜税込＞

1F

洋室
5.25

LDK
16

浴室洗
面玄関

2F

洋室
7

洋室
6.37 洋室

6.06

WIC

バルコニー
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