
●他社で断られた　●マイカーローン等、借入がある
●年齢的に不安
●転職して期間が短い
●所得が少ない　　　

●他社で断られた　●マイカーローン等、借入がある
●年齢的に不安　　●自営業
●転職して期間が短い
●所得が少ない　　　頭金００円円

か
ら
の

か
ら
の

マイホーム
探し

マイホーム
探し

＜建築条件付き土地の場合＞
※土地売買契約後三カ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金額返金します。住宅ローンのご相談受け溜ま
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。

〒337-0051　さいたま市見沼区東大宮7丁目71番地8
（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

飛び込み来店大歓迎飛び込み来店大歓迎 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！！
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

※広告有効期限H29.9 月末

☎0120-460-085☎0120-460-085☎0120-460-085
大宮店

まずはご相談下さい！！まずはご相談下さい！！

●交通/JR宇都宮線東大宮駅バス16分
「東二番街」徒歩1分●専有/122.1㎡
（36.93坪）●ﾊﾞﾙｺﾆｰ/19.82㎡（5.99坪）
●間取/4LDK●構造/ＲＣ造15階建4階
部分●完成/H10年11月完成済●管理費
/月9,300円●修繕積立費/月16,450円 
●所在/さいたま市見沼区春野1丁目

マ
ン
シ
ョ
ン

122㎡

1,750万円

4LDK オートロック 南西角部屋

東大宮

万円
売
地

駅歩14分

1,180
上尾

都市ガス・本下水 陽当り良好
●交通/JR高崎線上尾駅徒歩14分
●土地/102.55㎡（31.02坪）
●地目/宅地●現況/更地
●用途/第2種住居地域
●建ペイ率/60％●容積率/200％
●所在/上尾市愛宕2丁目

万円
駅歩6分

980
羽貫

土地66坪 更地 整形地
●交通/埼玉新都心交通伊奈線羽貫駅徒歩6分
●土地/219.28㎡（66.33坪）
●地目/宅地●現況/更地
●用途/無指定●建ペイ率/60％
●容積率/200％
●所在/北足立郡伊奈町羽貫

売
地

万円より

●交通/東武アーバンパークライン大和駅徒歩
20分●土地/158.63㎡（47.98坪）～173.31
㎡（52.42坪）●建物/95.84㎡（28.99坪）～
96.36㎡（29.14坪）●用地地域/第1種低層住
専●間取/4LDK●完成/H29年6月完成済●
総棟数/2棟●販売/2棟●所在/さいたま市見沼
区蓮沼●価格（税込）/2,780万円～2,980万円

新
築

全2棟

2,780

カースペース2台可 住宅性能評価書 耐震最高等級

大和田
（税込）

現地販売会現地販売会現地販売会

●交通/埼玉新都市交通伊奈線羽貫駅徒歩3分
●土地/148.82㎡（45.01坪）
●建物/104.33㎡（31.56坪）
●用地地域/第1種住居地域
●間取/3LDK+畳コーナー
●完成/H29年4月完成済
●所在/北足立郡伊奈町学園1丁目

新
築

★残1棟★★残1棟★

2,980

南道路 大型バルコニー 駅歩3分

羽貫
万円
（税込）

現地販売会現地販売会現地販売会
万円

売
地

整形地

490
上尾

南道路 本下水 建築条件付
●交通/ＪＲ高崎線上尾駅徒歩18分
●土地/50.42㎡（15.25坪）
●地目/宅地●現況/古家有
●用途/第1種住居地域
●建ペイ率/60%●容積率/200%
●所在/上尾市上尾村

新
築

カースペース2台

1,790
内宿

ウォークインクローゼット 全室6帖以上 本下水
●交通/埼玉新都市交通伊奈線内宿駅徒歩9分
●土地/120.27㎡（36.3坪）
●建物/99.37㎡（30.05坪）
●用地地域/工業地域●間取/4LDK
●完成/H29年3月完成済
●所在/北足立郡伊奈町西小針

万円
（税込） 新

築
住宅性能評価書

1,880
鴻巣

耐震最高等級全室南向きカースペース2台
●交通/JR高崎線鴻巣駅徒歩13分
●土地/113.99㎡（34.48坪）
●建物/96.15㎡（29.08坪）
●用地地域/第1種中高層住専
●間取/4LDK●完成/H29年5月完成済
●所在/鴻巣市大間

万円
（税込）

●交通/東武アーバンパークライン豊春駅
徒歩19分
●土地/94.51㎡（28.58坪）
●建物/96.77㎡（29.27坪）
●間取/4LDK
●築年月/H20年3月築
●所在/さいたま市岩槻区小溝

売
家

南道路

1,690万円

大型バルコニー 主寝室8帖 内装リフォーム済

豊春

●交通/JR宇都宮線東大宮駅徒歩19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）
●用地地域/第1種住居地域
●間取/4LDK●完成/H29年7月完成済
●総棟数/8棟●販売/2棟●所在/さいたま市見沼
区堀崎町●価格（税込）/3,290万円～3,690万円

新
築

★残2棟★★残2棟★

3,290

南欧風住宅 カースペース2台 地盤保証付

東大宮
万円より
（税込）

現地販売会現地販売会現地販売会

●交通/ＪＲ高崎線宮原駅バス8分「しらかば通り」徒歩4分
●土地/134.91㎡（40.81坪）～140.43㎡（42.48坪）
●建物/105.99㎡（32.06坪）～113.44㎡（34.31坪）
●用地地域/第1種中高専住専●間取/4LDK・4SLDK
●完成/H29年9月完成予定●建確/第17UDI1W建
01619号他●総棟数/8棟●販売/8棟●所在さいたま市
北区別所町●価格（税込）/3,390万円～3,590万円

新
築

全8棟

3,390

LDK16帖上以上 並列2台駐車可 カースペース２台

宮原
万円より
（税込）

現地販売会現地販売会現地販売会

万円
マ
ン
シ
ョ
ン

新規フルリフォーム

1,190
日進

エコカラットオートロック 閑静な住宅街
●交通/JR川越線日進駅徒歩12分
●専有/50.86㎡（18.33坪）●バルコニー/8.17㎡
（4.97坪）●間取/3DK●構造/RC造7階建2階部分
●完成/H3年9月築
●管理費/月10,900円●修繕積立費/月7,730円
●所在/さいたま市北区日進町2丁目

万円
マ
ン
シ
ョ
ン

新規リフォーム済

1,390
七里

南東向き 駅歩10分 ワイドバルコニー
●交通/東武アーバンパークライン七里駅徒歩10分
●専有/60.60㎡（18.33坪）
●バルコニー/16.43㎡（4.97坪）●間取/3LDK
●構造/RC造6階建4階部分●完成/H4年2月築
●管理費/月10,300円●修繕積立費/月17,640円
●所在/さいたま市見沼区小深作

新
築

LDK19帖

1,980
上尾

カースペース2台 ロングバルコニー 勝手口
●交通/JR高崎線上尾駅バス8分「中新井」徒歩2分
●土地/117.91㎡（35.66坪）
●建物/94.40㎡（28.54坪）
●用地地域/準工業地域●間取/4LDK
●完成/H29年4月完成済
●所在/上尾市中新井

万円
（税込） 新

築
LDK20帖

2,080
七里

カースペース2台 都市ガス・本下水 オープンキッチン
●交通/東武アーバンパークライン七里駅
徒歩20分●土地/112.10㎡（33.91坪）
●建物/95.22㎡（28.80坪）
●用地地域/第2種中高専住専
●間取/4LDK●完成/H29年6月完成済
●所在/さいたま市見沼区深作1丁目

万円
（税込） 新

築
48坪

2,080
新白岡

カースペース2台 6ｍ公道 地盤保証20年
●交通/JR東北本線新白岡駅徒歩13分
●土地/160.01㎡（48.40坪）
●建物/105.16㎡（31.81坪）
●用地地域/第1種住居地域
●間取/4LDK●完成/H29年6月完成済
●所在/白岡市新白岡6丁目

万円
（税込）

万円
売
家

日本庭園風

2,380
桶川

カースペース3台以上 日当り良好新規リノベーション
●交通/JR高崎線桶川駅バス15分「野々宮」徒歩4分
●土地/439.69㎡（133.00坪）
●建物/257.94㎡（78.02坪）
●間取/6LDK
●築年月/H10年1月築
●所在/久喜市菖蒲町小林

万円
（税込）新

築
性能評価書

2,180
桶川

土地133坪 ワイドバルコニー 制震最高等級
●交通/JR高崎線桶川駅徒歩28分
●土地/140.15㎡（42.39坪）
●建物/91.70㎡（27.73坪）
●用地地域/第1種低層住専
●間取/4LDK●完成/H29年6月完成済
●所在/桶川市坂田

0901　全6段 5校

万円
売
地

土地30坪以上

890
東岩槻

閑静な住宅街 整形地
●交通/東武アーバンパークライン東岩槻
駅バス20分「表慈恩寺」徒歩2分
●土地/100.48㎡（30.39坪）●地目/宅地
●現況/古家有●用途/無指定
●建ペイ率/60%●容積率/200%
●所在/さいたま市岩槻区表慈照寺

万円
売
家

店舗付住宅

980
上尾

2駅利用可 陽当り良好 ４ＬＤＫ
●交通/埼玉新都心交通伊奈線沼南駅徒歩7分
●土地/69.78㎡（29.10坪）
●建物/76.38㎡（23.10坪）
●間取/4LDK
●築年月/H2年7月築
●所在/上尾市原市

万円
売
地

駅歩21分

1,290
東大宮

区画整理地内 ハレノテラス500ｍ
●交通/JR宇都宮線東大宮駅徒歩21分
●土地/113.00㎡（34.18坪）
●地目/宅地●現況/古家有
●用途/第1種中高専住専
●建ペイ率/60%●容積率/200%
●所在/さいたま市見沼区島町

万円
売
家

4LDK

1,650
大宮

高台 本下水 全居室6帖以上
●交通/JR各線大宮駅バス20分「東新井
団地下車徒歩4分
●土地/106.76㎡（32.29坪）
●建物/95.43㎡（28.86坪）
●間取/4LDK●築年月/H7年5月築
●所在/さいたま市見沼区中川

万円
売
家

4LDK+グルニエ

1,980
上尾

全室2面採光 浴室テレビ付 即入居可
●交通/JR高崎線上尾駅徒歩18分
●土地/100.10㎡（30.28坪）
●建物/91.70㎡（27.73坪）
●間取/4LDK+グルニエ
●築年月/H14年5月築
●所在/上尾市東町2丁目

万円
売
地

土地64坪以上

2,150
内宿

小針北小学校徒歩2分 6ｍ公道 駅歩7分
●交通/埼玉新都心交通伊奈線内宿駅徒歩7分
●土地/214.33㎡（64.83坪）
●地目/宅地●現況/更地
●用途/第1種低層住専
●建ペイ率/50%●容積率/80%
●所在/伊奈町内宿台5丁目

万円
新
築

カースペース2台

2,280
東大宮

LDK17帖パントリー カースペース2台
●交通/JR宇都宮線東大宮駅徒歩25分
●土地/128.18㎡（38.77坪）
●建物/95.43㎡（28.86坪）
●用地地域/第1種低層住専●間取/4LDK
●完成/H29年6月完成済
●所在/上尾市原市

（税込）

万円
新
築

区画整理地

2480
上尾

並列2台駐車可 性能評価証明付
●交通/JR高崎線上尾駅徒歩20分
●土地/120.01㎡（36.30坪）
●建物/98.32㎡（29.74坪）
●用地地域/第1種低層住専
●間取/4LDK●完成/H29年2月完成済
●所在/上尾市浅間台3丁目

（税込）

万円

●交通/JR高崎線桶川駅徒歩35分
●土地/133.00㎡（40.23坪）
●建物/108.48㎡（32.81坪）
●間取/4LDK
●築年月/H22年11月築
●所在/桶川市坂田

売
家

デザイン住宅

2,980

カースペース2台 吹抜 区画整理地

桶川
万円より

●交通/JR各線大宮駅徒歩19分●土地/119.59
㎡（36.17坪）～142.22㎡（43.02坪）●建物
/104.49㎡（31.60坪）～113.40㎡（34.30坪）
●用地地域/第2種中高専住専●間取/3SLDK～
4LDK●完成/H29年6月完成済●総棟数/全5棟
●販売/3棟●所在/さいたま市大宮区天沼町2丁
目●価格（税込）/4899万円̃5399万円

新
築

全4棟

4,899

カースペース2台 駅歩19分 住環境良好

大宮
（税込）

現地販売会現地販売会現地販売会

万円

●交通/埼玉高速鉄道浦和美園駅徒歩7分
●土地/178.76㎡（54.07坪）
●建物/104.49㎡（31.60坪）
●用地地域/第1種住居地域
●間取/4SLDK
●完成/H29年8月完成済
●所在/さいたま市緑区美園3丁目

新
築

駅歩7分

4,699

ＬＤＫ17帖 ワイドバルコニー カースペース2台

浦和美園
（税込）

現地販売会現地販売会現地販売会

万円より

●交通/埼玉高速鉄道浦和美園駅徒歩17分●土地
/152.30㎡（46.07坪）～174.13㎡（52.67坪）●建物
/94.76㎡（28.66坪）～106.11㎡（32.09坪）●用地
地域/第1種住居地域●間取/4LDK●完成/H29年8
月下旬完成予定●建確/第H29SHC108644号他●
総棟数/全6棟●販売/6棟●所在/さいたま市岩槻区美
園東1丁目●価格（税込）/3,599万円～4,199万円

新
築

全6棟

3,599

駅歩17分 ワイドバルコニー 並列２台駐車可

浦和美園
（税込）

現地販売会現地販売会現地販売会

無料査
定

無料査
定

秘密厳
守

秘密厳
守

こんな方に
ご利用

いただいてます


