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制作担当 / 大瀬・山﨑・提箸　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　2020/04/03号

重要回答事項有： 

カンプ：
タイアップ：

3
確認担当 /

種別：表 2 もじ下

校正回数：

0140130120001

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

☎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（6）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

取引態様/媒介

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!!

武蔵野銀行
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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

飛び込み来店大歓迎！

住宅ローンに関する疑問・不安・悩みなどありましたら、是非ご相談ください。
お客様のご要望にあったプランをご提案いたします。

●住宅を購入したいけど、
　住宅ローンが厳しいと言われた。
●勤続年数が短くて（1年未満）…。
●高年齢だけどローン組める？
●年収が低くて希望の金額が…。
●自営業だから…。

住宅ローン まず
はご相談下さい!

お悩み相談会

大宮店
東大宮第2産業道路沿い

お　 のこと
なら家 ご相談まずは

ください!!

売 却 購 入 相  続

●交通/埼玉高速鉄道線浦和美園駅歩17分●土地/161.01㎡(48.70
坪)～161.02㎡(48.70坪)●建物/110.97㎡(33.56坪)～111.78㎡
(33.81坪)●用途/準住居地域●間取/4SLDK●完成/令和2年5月入居
予定※全7棟今回販売2棟、販売価格4,180万円～4,380万円●建確/
第KBI-SGM19-10-2363号●所在/さいたま市岩槻区美園東1丁目

新
築
浦和美園　土地45坪以上
4,180万円より販売

価格
＜税込＞

現地販売会

LDK床暖房、カースペース2台可

●交通/JR高崎線上尾駅歩23分●土地/115.72㎡(35.00坪)
～123.41㎡(37.33坪)●建物/97.90㎡(29.61坪)～99.14
㎡(29.98坪)●用途/第2種住居地域●間取/4LDK●完成/平
成30年11月～令和元年6月完成済※全11棟今回販売7棟、
販売価格2,744万円～2,868万円●所在/上尾市東町3丁目

新
築
上尾　全11棟
2,744万円より販売

価格
＜税込＞

現地販売会

並列駐車2台可、食洗機付
●交通/JR高崎線上尾駅歩19分●土地/135.98㎡(41.13
坪)・141.92㎡(42.93坪)●建物/101.24㎡(30.62坪)・
103.68㎡(31.36坪)●用途/第1種低層住専●間取/3SLDK・
4SLDK●完成/令和2年2月完成済※全10棟、今回販売2棟、販
売価格2,880万円～3,080万円●所在/上尾市西宮下4丁目

新
築
上尾　全10区画
2,880万円より販売

価格
＜税込＞

駅歩19分、耐震住宅、食洗機

現地販売会

●交通/JR高崎線宮原駅歩13分
●土地/66.97㎡(20.25坪)
●建物/116.75㎡(35.31坪)●間取/4LDK
●完成/令和元年10月完成済
●所在/さいたま市北区宮原町2丁目

新
築
宮原　LDK19帖
2,999万円販売

価格

パントリー、WIC、シューズクローク

＜税込＞

現地販売会

新
築
指扇　全11区画
2,280万円より販売

価格

カースペース2台可、LDK18帖以上
●交通/JR川越線指扇駅バス7分佐知川停歩8分●土地/110.03㎡(33.28
坪)～120.07㎡(36.32坪)●建物/92.74㎡(28.05坪)～100.02㎡
(30.25坪)●用途/第1種中高層住専●間取/3LDK～4LDK●完成/1～5号
棟令和2年4月入居予定、6・10号棟令和2年2月完成済※全11棟、今回販
売7棟、販売価格2,280万円～2,780万円●所在/さいたま市西区佐知川

＜税込＞

現地販売会

●交通/JR宇都宮線土呂駅歩10分●土地
/106.19㎡(32.12坪)●建物/98.01㎡(29.64坪)
●用途/第1種低層住専●間取/4LDK
●完成/令和元年11月完成済※全3棟今回販売1棟
●所在/さいたま市北区土呂町2丁目

新
築
土呂　駅歩10分
4,180万円販売

価格
＜税込＞

現地販売会

耐震最高等級、オール電化、床暖房

●交通/JR宇都宮線東大宮駅駅歩24分
ニューシャトル原市駅徒歩12分
●土地/120.10㎡(36.33坪)
●建物/95.63㎡(28.92坪)●間取/4LDK
●完成/平成12年6月築●所在/上尾市原市

中
古
東大宮　R1.12内装リフォーム
1,690万円販売

価格

2路線利用可、並列駐車2台可

●交通/東武アーバンパークライン大和田駅歩8分●土地/100.10
㎡(30.28坪)～110.14㎡(33.31坪)●建物/95.02㎡(28.74坪)
～96.88㎡(29.30坪)●用途/第1種中高層住専●間取/4LDK●完
成/令和元年12月完成済※全5棟今回販売3棟、販売価格2,590万
円～2,890万円●所在/さいたま市見沼区大和田町2丁目

新
築
大和田　全５棟
2,590万円より販売

価格
＜税込＞

現地販売会

駅歩8分、都市ガス・本下水、２路線利用可

●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩16分●土地/102.71㎡(31.06坪)
～110.71㎡(33.48坪)●建物/98.35㎡(29.75坪)～105.16㎡
(31.81坪)●用途/第2種中高層住専●間取/4LDK～可変型5LDK
●完成/令和2年4月完成済※全3棟今回販売3棟、販売価格
3,598万円～4,198万円●所在/さいたま市見沼区堀崎町

新
築
東大宮　全3棟
3,598万円より販売

価格
＜税込＞

現地販売会

長期優良住宅、エコカラット、カースペース2台可

●交通/JR京浜東北線大宮駅バス25分大谷
県営住宅停歩6分●土地/98.93㎡(29.92坪)
●建物/102.98㎡(31.15坪)●間取/5DK
●完成/平成3年2月完成済
●所在/さいたま市見沼区大谷

中
古
大宮　角地
1,190万円販売

価格

バルコニーから富士山が!!
●交通/ニューシャトル線加茂宮駅歩6分●専有
面積/65.14㎡(19.70坪)●構造/7階建5階
部分●間取/3LDK●管理費11,100円/月
●修繕積立金18,240円/月●築年月/平成7年
9月築●所在/さいたま市北区宮原町1丁目

マ
ン
シ
ョ
ン

加茂宮　駅歩6分
1,980万円販売

価格

内装リフォーム渡し、南向きバルコニー
●交通/東武アーバンパークライン大和田駅歩33分
●土地/130.03㎡(39.33坪)
●建物/52.17㎡(15.78坪)●間取/4LDK
●完成/平成18年2月完成済
●所在/さいたま市見沼区南中野

中
古
大和田　土地約40坪
1,880万円販売

価格

2面ルーフバルコニー、陽当たり良好
●交通/JR宇都宮線東大宮駅歩12分
●土地/85.00㎡(25.71坪)
●建物/84.46㎡(25.54坪)●間取/3LDK
●完成/昭和47年3月完成済
●所在/さいたま市見沼区東大宮2丁目

中
古
東大宮　駅歩12分
1,490万円販売

価格

都市ガス・本下水、全室2面採光

売
地
志木　全21区画
1,280万円より販売

価格

大型分譲地、建築条件なし
●交通/東武東上線志木駅バス11分宗岡蓮田停歩11分●土地
/118.07㎡（35.72坪）～139.41㎡（42.17坪）●用途/第1種中
高層住居専用地域●地目/田●建ぺい率/60％●容積率/200％
※全21区画今回販売20区画、販売価格1,280万円～1,880万
円、最多価格帯1,600万円台●所在/志木市上宗岡3丁目

現地販売会

●交通/JR川越線西大宮駅歩21分●土地
/84.03㎡(25.41坪)●建物/88.75㎡(26.84
坪)●用途/第2種中高層住専●間取/3SLDK
●完成/令和元年11月完成済※全2棟、今回販売
1棟●所在/さいたま市西区三橋6丁目

新
築
西大宮　全2棟
2,290万円販売

価格
＜税込＞

耐震最高等級、全室南向き、WIC

現地販売会

売
地
大宮　駅歩9分
3,280万円販売

価格

残1区画、整形地、建築条件なし
●交通/JR京浜東北線大宮駅歩9分
●土地/72.25㎡(21.85坪)
●用途/第1種住居地域●地目/宅地●現況/更地
●建ぺい率/60%●容積率/200%
●所在/さいたま市大宮区桜木町3丁目

現地販売会

●交通/JR京浜東北線大宮駅バス18分富士
見ヶ丘停歩2分●土地/187.87㎡(56.83坪)
●建物/87.48㎡(26.46坪)●間取/3LDK
●完成/令和2年3月完成済
●所在/さいたま市見沼区中川

新
築
大宮　平家
3,380万円販売

価格

土地約57坪、耐震最高等級

＜税込＞

現地販売会

●交通/JR高崎線行田駅歩15分●土地/164.00㎡(49.61
坪)～178.00㎡(53.84坪)●建物/108.47㎡(32.81坪)～
126.69㎡(38.32坪)●用途/第1種住居地域●間取/4LDK
～4SLDK●完成/令和元年10月完成済※全10棟今回販売6
棟、販売価格1,990万円～2,590万円●所在/鴻巣市北新宿

新
築
行田　全10棟
1,990万円より販売

価格
＜税込＞

現地販売会

6ｍ公道、並列駐車3台可、区画整理地内

全5区画

●交通/JR宇都宮線蓮田駅歩14分●土地/135.41㎡(40.96
坪)～152.2㎡(46.04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%※
全5区画今回販売5区画、販売価格1,680万
円～2,070万円●所在/蓮田市関山3丁目

万円
より蓮田3 1,680地

売

建築条件なし、土地40坪以上

整形地

●交通/東武アーバンパークライン大和田駅歩21分
●土地/111.63㎡(33.76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/100％
●所在/さいたま市見沼区南中丸

万円大和田1 1,090地
売

土地33坪、2面道路

即入居可

●交通/JR高崎線桶川駅歩28分
●土地/100.94㎡(30.53坪)●建物/85.28㎡
(25.79坪)●間取/4LDK
●築年月/平成5年3月築
●所在/北本市下石戸7丁目

万円桶川2 1,180古
中

ワイドバルコニー、トイレ2か所
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