
045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

三ツ境三ツ境三ツ境三ツ境駅駅

太陽光パネル設置済み太陽光パネル設置済み太陽光パネル設置済み太陽光パネル設置済み

万円万円販売価格販売価格

徒歩徒歩15151515分分

仕様 ・設備

・対面式カウンターシステムキッチン

・全居室収納完備

・全居室 2面採光

・ キッチン床下収納庫

・専用書斎

・天井ロフト

・ シャワートイレ 2 か所

・階段下収納

・対面式カウンターシステムキッチン

・全居室収納完備

・全居室 2面採光

・ キッチン床下収納庫

・専用書斎

・天井ロフト

・ シャワートイレ 2 か所

・階段下収納

4,6704,6704,6704,670

土地面積：106.67 ㎡
建物面積：95.40 ㎡
土地面積：106.67 ㎡
建物面積：95.40 ㎡
土地面積：106.67 ㎡
建物面積：95.40 ㎡

3SLDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種住居地域 法令・制限
建蔽率 60% 容積率 200% 現況 建築中 完成 2023年2月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 JTC22Y-AZ0560-00号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 220911301
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
北西側4.4m 私道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区宮沢２丁目 相鉄線「三ツ境」駅 徒歩１５分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

三ツ境三ツ境三ツ境三ツ境駅駅

初期費用 0円の太陽光発電「エネカリ」初期費用 0円の太陽光発電「エネカリ」初期費用 0円の太陽光発電「エネカリ」初期費用 0円の太陽光発電「エネカリ」

万円万円販売価格販売価格

仕様 ・設備

・ TV モニター付きインターホン

・対面式システムキッチン

・浴室換気乾燥暖房機

・ EV コンセント

・ シャワートイレ

・ シャワードレッサー

・ 人感センサー付玄関灯

・ ピッキング対策玄関ドア

・ TV モニター付きインターホン

・対面式システムキッチン

・浴室換気乾燥暖房機

・ EV コンセント

・ シャワートイレ

・ シャワードレッサー

・ 人感センサー付玄関灯

・ ピッキング対策玄関ドア

5,0805,0805,0805,080

土地面積：168.48 ㎡
建物面積：81.00 ㎡
土地面積：168.48 ㎡
建物面積：81.00 ㎡
土地面積：168.48 ㎡
建物面積：81.00 ㎡

4LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年4月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第KBI-SGM22-10-5993号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230211311
その他備考

第１種高度地区

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
東側4.3m 公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区宮沢２丁目 相鉄線「三ツ境」駅 バス１７分 停歩５分

木造アスファルトシングル葺

停歩停歩 5555 分分バスバス17171717分分



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

三ツ境三ツ境三ツ境三ツ境駅駅

駐車スペース 2台可駐車スペース 2台可駐車スペース 2台可駐車スペース 2台可

万円万円販売価格販売価格

徒歩徒歩16161616分分

仕様 ・設備

・対面式カウンターシステムキッチン

・全居室収納完備

・全居室 2面採光

・ キッチン収納

・浴室換気乾燥暖房機

・三面鏡洗面台

・次世代玄関ドア

・高効率給湯器エコジョーズ

・対面式カウンターシステムキッチン

・全居室収納完備

・全居室 2面採光

・ キッチン収納

・浴室換気乾燥暖房機

・三面鏡洗面台

・次世代玄関ドア

・高効率給湯器エコジョーズ

4,9804,9804,9804,980

土地面積：121.44 ㎡
建物面積：101.85 ㎡
土地面積：121.44 ㎡
建物面積：101.85 ㎡
土地面積：121.44 ㎡
建物面積：101.85 ㎡

4LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種住居地域 法令・制限
建蔽率 60% 容積率 200% 現況 建築中 完成 2023年4月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22KAK建確02787号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230211312
その他備考

第4種高度地区、準防火地域、都市計画道路

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
北西側7.6m 公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区二ツ橋町 相鉄線「三ツ境」駅 徒歩１６分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

三ツ境三ツ境三ツ境三ツ境駅駅

主寝室にウォークインクローゼット主寝室にウォークインクローゼット主寝室にウォークインクローゼット主寝室にウォークインクローゼット

万円万円販売価格販売価格

仕様 ・設備

・ TV モニター付きインターホン

・玄関カードキー

・ 24 時間換気システム

・ ベタ基礎

・ システムキッチン

・ カウンタータイプキッチン

・食洗器内蔵

・浴室乾燥機

・ TV モニター付きインターホン

・玄関カードキー

・ 24 時間換気システム

・ ベタ基礎

・ システムキッチン

・ カウンタータイプキッチン

・食洗器内蔵

・浴室乾燥機

5,3805,3805,3805,380

土地面積：142.57 ㎡
建物面積：95.01 ㎡
土地面積：142.57 ㎡
建物面積：95.01 ㎡
土地面積：142.57 ㎡
建物面積：95.01 ㎡

4LDK

徒歩徒歩13131313分分

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2023年5月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22UDI1K建01559号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 221111318
その他備考

第１種高度地区

東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
北東側4.0m 公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
旭区笹野台３丁目 相鉄線「三ツ境」駅 徒歩１３分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

三ツ境三ツ境三ツ境三ツ境駅駅

北西角地の好立地北西角地の好立地北西角地の好立地北西角地の好立地

万円万円販売価格販売価格

徒歩徒歩23232323分分

仕様 ・設備

・ ビルトイン食洗器

・浄水器内蔵水栓

・ ハンドシャワー付洗面台

・床下収納庫

・大型浴室 TV

・ 全居室複層ガラス

・ カラーモニター付インターホン

・玄関カードキー

・ ビルトイン食洗器

・浄水器内蔵水栓

・ ハンドシャワー付洗面台

・床下収納庫

・大型浴室 TV

・ 全居室複層ガラス

・ カラーモニター付インターホン

・玄関カードキー

3,6803,6803,6803,680

土地面積：68.70 ㎡
建物面積：68.30 ㎡
土地面積：68.70 ㎡
建物面積：68.30 ㎡
土地面積：68.70 ㎡
建物面積：68.30 ㎡

3LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2023年5月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22UDI1K建00750号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 220811332
その他備考

準防火地域、第１種高度地区、緑化地域

東京電力、都市ガス、上下水道
東側4.8m 公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区宮沢２丁目 相鉄線「三ツ境」駅 徒歩２３分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
分譲住宅分譲住宅

相鉄線相鉄線

三ツ境三ツ境三ツ境三ツ境駅駅

キッチンパントリーにWIC も設置キッチンパントリーにWIC も設置キッチンパントリーにWIC も設置キッチンパントリーにWIC も設置

万円万円販売価格販売価格

徒歩徒歩 9999 分分

仕様 ・設備

・対面式カウンターシステムキッチン

・全居室収納完備

・ キッチンカップボード

・ キッチン床下収納庫

・ リビング床暖房

・ 24 時間換気システム

・ ベタ基礎

・暖房乾燥機付システムバス

・対面式カウンターシステムキッチン

・全居室収納完備

・ キッチンカップボード

・ キッチン床下収納庫

・ リビング床暖房

・ 24 時間換気システム

・ ベタ基礎

・暖房乾燥機付システムバス

5,6355,6355,6355,635

土地面積：125.71 ㎡
建物面積：100.06 ㎡
土地面積：125.71 ㎡
建物面積：100.06 ㎡
土地面積：125.71 ㎡
建物面積：100.06 ㎡

4LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 40% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年3月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第21KAK建確04733号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 221011341
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
西側4.0m 公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
旭区笹野台１丁目 相鉄線「三ツ境」駅 徒歩９分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

希望が丘希望が丘希望が丘希望が丘駅駅

徒歩徒歩11111111分分
独立型アイランドキッチン独立型アイランドキッチン独立型アイランドキッチン独立型アイランドキッチン

仕様 ・設備

・対面式アイランドキッチン

・ キッチン収納

・全居室 2面採光

・全居室収納完備

・主寝室ロフト付き

・ TV モニター付きインターホン

・ シャワートイレ

・ 対面式アイランドキッチン

・ キッチン収納

・全居室 2面採光

・全居室収納完備

・主寝室ロフト付き

・ TV モニター付きインターホン

・ シャワートイレ

万円万円販売価格販売価格 5,4805,4805,4805,480

土地面積：101.94 ㎡
建物面積：98.74 ㎡
土地面積：101.94 ㎡
建物面積：98.74 ㎡
土地面積：101.94 ㎡
建物面積：98.74 ㎡

4LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2023年5完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第KBI-TKN22-10-1346号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230121201
その他備考

準防火地域

東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
南4.3m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
旭区中希望ヶ丘 相鉄線「希望が丘」駅 徒歩１１分

木造スレート葺２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

希望が丘希望が丘希望が丘希望が丘駅駅

徒歩徒歩12121212分分
シューズインクローゼットシューズインクローゼットシューズインクローゼットシューズインクローゼット

仕様 ・設備

・対面式システムキッチン

・ キッチンカップボード

・ 食器洗浄乾燥機

・ シャワーヘッド付洗面化粧台

・ システムバス

・ カラーモニター付インターホン

・全居室複層ガラス

・ 24 時間換気システム

・対面式システムキッチン

・ キッチンカップボード

・ 食器洗浄乾燥機

・ シャワーヘッド付洗面化粧台

・ システムバス

・ カラーモニター付インターホン

・全居室複層ガラス

・ 24 時間換気システム

万円万円販売価格販売価格 4,1804,1804,1804,180

土地面積：92.33 ㎡
建物面積：103.40 ㎡
土地面積：92.33 ㎡
建物面積：103.40 ㎡
土地面積：92.33 ㎡
建物面積：103.40 ㎡

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2022年12完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第KBI-YKH22-10-1621号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 220921203
その他備考

第１種高度地区、準防火指定、緑化地域、最低敷地面積100㎡、宅地造成規制区域

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
南4.0m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
旭区中尾２丁目 相鉄線「希望が丘」駅 徒歩１６分

木造２階建

4LDK



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

希望が丘希望が丘希望が丘希望が丘駅駅

徒歩徒歩 8888 分分
２Fワイドバルコニー２Fワイドバルコニー２Fワイドバルコニー２Fワイドバルコニー

仕様 ・設備

・対面式システムキッチン

・ カラーモニター付インターホン

・ システムバス

・全居室収納完備

・ ウォークインクローゼット

・ 床下収納庫

・洗髪洗面化粧台

・全室 2面採光

・対面式システムキッチン

・ カラーモニター付インターホン

・ システムバス

・全居室収納完備

・ ウォークインクローゼット

・ 床下収納庫

・洗髪洗面化粧台

・全室 2面採光

万円万円販売価格販売価格 5,1905,1905,1905,190

土地面積：110.17 ㎡
建物面積：87.76 ㎡
土地面積：110.17 ㎡
建物面積：87.76 ㎡
土地面積：110.17 ㎡
建物面積：87.76 ㎡

4LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 40% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年4月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22UDI1K建01741号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 221221213
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
東側7.6m公道に接道
※告知事項あり

物件概要
旭区中希望が丘 相鉄線「希望が丘」駅 徒歩８分

木造在来軸組工法２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

希望が丘希望が丘希望が丘希望が丘駅駅

徒歩徒歩23232323分分
ゆったりスペースの５LDKゆったりスペースの５LDKゆったりスペースの５LDKゆったりスペースの５LDK

仕様 ・設備

・対面式カウンターキッチン

・ システムバス

・深型食洗器

・浴室換気乾燥暖房機

・ エステケアシャワーヘッド

・ シャワートイレ

・ カラーモニター付インターホン

・制震ダンパー施工

・対面式カウンターキッチン

・ システムバス

・深型食洗器

・浴室換気乾燥暖房機

・ エステケアシャワーヘッド

・ シャワートイレ

・ カラーモニター付インターホン

・制震ダンパー施工

万円万円販売価格販売価格 4,6804,6804,6804,680

土地面積：111.26 ㎡
建物面積：101.47 ㎡
土地面積：111.26 ㎡
建物面積：101.47 ㎡
土地面積：111.26 ㎡
建物面積：101.47 ㎡

5LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年3月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22KAK建確02852号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 221221214
その他備考

第１種高度地区、準防火指定

東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
東側7.4m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区阿久和東３丁目 相鉄線「希望が丘」駅 徒歩２３分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

希望が丘希望が丘希望が丘希望が丘駅駅

徒歩徒歩12121212分分
ウォークインクローゼットを 2か所ウォークインクローゼットを 2か所ウォークインクローゼットを 2か所ウォークインクローゼットを 2か所

仕様 ・設備

・対面式システムキッチン

・食器洗浄乾燥機

・ TV モニター付きインターホン

・三面鏡洗面台

・浴室暖房換気乾燥機

・全居室複層ガラス

・ キッチン床下収納庫

・玄関カードキー

・ 対面式システムキッチン

・食器洗浄乾燥機

・ TV モニター付きインターホン

・三面鏡洗面台

・浴室暖房換気乾燥機

・全居室複層ガラス

・ キッチン床下収納庫

・玄関カードキー

万円万円販売価格販売価格 5,4905,4905,4905,490

土地面積：143.21 ㎡
建物面積：99.36 ㎡
土地面積：143.21 ㎡
建物面積：99.36 ㎡
土地面積：143.21 ㎡
建物面積：99.36 ㎡

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2022年10月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第2021SBC-確04277H号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 221021221
その他備考

第１種高度地区、準防火指定

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
北西側6.0m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
旭区南希望が丘 相鉄線「希望が丘」駅 徒歩１０分

木造アスファルトシングル葺２階建

4LDK



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

希望が丘希望が丘希望が丘希望が丘駅駅

徒歩徒歩19191919分分
大型ウォークインクローゼット大型ウォークインクローゼット大型ウォークインクローゼット大型ウォークインクローゼット

仕様 ・設備

・対面式システムキッチン

・人造大理石キッチンカウンター

・ 食器洗浄乾燥機

・便利な玄関収納

・ TV モニター付きインターホン

・ リビング床暖房

・浴室換気乾燥暖房機

・ ハンドシャワー付洗面台

・対面式システムキッチン

・人造大理石キッチンカウンター

・ 食器洗浄乾燥機

・便利な玄関収納

・ TV モニター付きインターホン

・ リビング床暖房

・浴室換気乾燥暖房機

・ ハンドシャワー付洗面台

万円万円販売価格販売価格 5,2905,2905,2905,290

土地面積：134.80 ㎡
建物面積：99.15 ㎡
土地面積：134.80 ㎡
建物面積：99.15 ㎡
土地面積：134.80 ㎡
建物面積：99.15 ㎡

4LDK

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年2月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第R04SHC123964号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230221231
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
東側9.5m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区阿久和東３丁目 相鉄線「希望が丘」駅 徒歩１９分

木造サイディング造シングル葺２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷 駅駅
4LDK

キッチンパントリー有りキッチンパントリー有りキッチンパントリー有りキッチンパントリー有り
土地面積：108.58 ㎡
建物面積：100.19 ㎡
土地面積：108.58 ㎡
建物面積：100.19 ㎡
土地面積：108.58 ㎡
建物面積：100.19 ㎡

万円万円

徒歩徒歩11111111分分

仕様 ・設備

・浴室大型 TV

・ 浴室換気乾燥機

・ ビルトイン食洗器

・浄水器内蔵水栓

・床下収納庫

・複層ガラス

・ カラーモニター付インターホン

・玄関カードキー

・ 浴室大型 TV

・ 浴室換気乾燥機

・ ビルトイン食洗器

・浄水器内蔵水栓

・床下収納庫

・複層ガラス

・ カラーモニター付インターホン

・玄関カードキー

4,4804,4804,4804,480販売価格販売価格
所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2023年8月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22UDI1K建01723号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 221231401
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
東側6.4m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区瀬谷２丁目 相鉄線「瀬谷」駅 徒歩１１分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷 駅駅
4LDK

屋上バルコニー屋上バルコニー屋上バルコニー屋上バルコニー
土地面積：66.98 ㎡
建物面積：83.32 ㎡
土地面積：66.98 ㎡
建物面積：83.32 ㎡
土地面積：66.98 ㎡
建物面積：83.32 ㎡

万円万円

徒歩徒歩11111111分分

仕様 ・設備

・ LDK 床暖房

・勾配天井+ロフト

・ 玄関 IC カードキー

・ TV モニター付きインターホン

・全居室収納完備

・全居室 2面採光

・全居室収納完備

・ キッチン収納

・ LDK 床暖房

・勾配天井+ロフト

・ 玄関 IC カードキー

・ TV モニター付きインターホン

・全居室収納完備

・全居室 2面採光

・全居室収納完備

・ キッチン収納

4,2804,2804,2804,280販売価格販売価格
所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2023年1月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第2022SBCー確01349H号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230131406
その他備考

第１種高度地区、準防火指定

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
東側6.3m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区瀬谷４丁目 相鉄線「瀬谷」駅 徒歩１０分

木造アスファルトシングル葺２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷 駅駅
3LDK

キッチン裏に収納フリースペース完備キッチン裏に収納フリースペース完備キッチン裏に収納フリースペース完備キッチン裏に収納フリースペース完備
土地面積：116.14 ㎡
建物面積：92.73 ㎡
土地面積：116.14 ㎡
建物面積：92.73 ㎡
土地面積：116.14 ㎡
建物面積：92.73 ㎡

万円万円

徒歩徒歩10101010分分

仕様 ・設備

・ TV モニター付きインターホン

・食洗器システムキッチン

・全居室 2面採光

・ カースペース 2台

・浴室暖房換気乾燥機

・全居室複層ガラス

・ キッチン床下収納庫

・下駄箱ミラー付

・ TV モニター付きインターホン

・食洗器システムキッチン

・全居室 2面採光

・ カースペース 2台

・浴室暖房換気乾燥機

・全居室複層ガラス

・ キッチン床下収納庫

・下駄箱ミラー付

4,9904,9904,9904,990販売価格販売価格
所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2023年1月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第2022SBCー確01349H号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 221031411
その他備考

第１種高度地区、準防火指定

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
東側6.3m公道に接道

物件概要
瀬谷区橋戸２丁目 相鉄線「瀬谷」駅 徒歩１０分

木造アスファルトシングル葺２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷 駅駅
2LDK

閑静な住宅街の戸建住宅閑静な住宅街の戸建住宅閑静な住宅街の戸建住宅閑静な住宅街の戸建住宅
土地面積：59.00 ㎡
建物面積：47.40 ㎡
土地面積：59.00 ㎡
建物面積：47.40 ㎡
土地面積：59.00 ㎡
建物面積：47.40 ㎡

万円万円

徒歩徒歩19191919分分

仕様 ・設備

・住宅保証機構保険加入

・基礎パッキン工法

・浴室換気暖房機

・全居室ペアガラス

・ TV モニター付きインターホン

・食洗器システムキッチン

・全居室 2面採光

・全居室シャッター網戸

・住宅保証機構保険加入

・基礎パッキン工法

・浴室換気暖房機

・全居室ペアガラス

・ TV モニター付きインターホン

・食洗器システムキッチン

・全居室 2面採光

・全居室シャッター網戸

2,4802,4802,4802,480販売価格販売価格
所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2022年9月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第AI建築確認00-2200028号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 220631421
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
北側4.5m公道に接道

物件概要
瀬谷区橋戸３丁目 相鉄線「瀬谷」駅 徒歩１９分

木造２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷 駅駅
3LDK

駐車スペース 2台確保駐車スペース 2台確保駐車スペース 2台確保駐車スペース 2台確保
土地面積：101.66 ㎡
建物面積：78.56 ㎡
土地面積：101.66 ㎡
建物面積：78.56 ㎡
土地面積：101.66 ㎡
建物面積：78.56 ㎡

万円万円

仕様 ・設備

・ TV モニター付きインターホン

・浴室換気乾燥暖房機

・三面鏡洗面台

・対面式システムキッチン

・人感センサー付玄関灯

・浴室換気乾燥暖房機

・ ピッキング対策玄関ドア

・浄水器内蔵水栓

・ TV モニター付きインターホン

・浴室換気乾燥暖房機

・三面鏡洗面台

・対面式システムキッチン

・人感センサー付玄関灯

・浴室換気乾燥暖房機

・ ピッキング対策玄関ドア

・浄水器内蔵水栓

3,8803,8803,8803,880販売価格販売価格
所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 40% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年4月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第R04SHC129716号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230231431
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
東側6.1m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区中屋敷２丁目 相鉄線「瀬谷」駅 バス６分 停歩４分

木造在来軸組工法２階建

停歩停歩 4444 分分バスバス 6666 分分



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷 駅駅
3LDK

南東角地でガーデニングスペース確保南東角地でガーデニングスペース確保南東角地でガーデニングスペース確保南東角地でガーデニングスペース確保
土地面積：103.65 ㎡
建物面積：82.80 ㎡
土地面積：103.65 ㎡
建物面積：82.80 ㎡
土地面積：103.65 ㎡
建物面積：82.80 ㎡

万円万円

仕様 ・設備

・ TV モニター付きインターホン

・浴室換気乾燥暖房機

・三面鏡洗面台

・対面式システムキッチン

・人感センサー付玄関灯

・浴室換気乾燥暖房機

・ ピッキング対策玄関ドア

・浄水器内蔵水栓

・ TV モニター付きインターホン

・浴室換気乾燥暖房機

・三面鏡洗面台

・対面式システムキッチン

・人感センサー付玄関灯

・浴室換気乾燥暖房機

・ ピッキング対策玄関ドア

・浄水器内蔵水栓

4,2904,2904,2904,290販売価格販売価格
所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年2月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第HPA-22-10116-1号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230231432
その他備考

第１種高度地区、防火指定無し、22条区域、景観法

東京電力、都市ガス、公営水道、本下水
東側4.3m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区相沢５丁目 相鉄線「瀬谷」駅 徒歩１３分

木造スレート葺２階建

徒歩徒歩13131313分分



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
戸建住宅戸建住宅

相鉄線相鉄線

瀬谷瀬谷瀬谷瀬谷 駅駅
3LDK

駐車スペース 2台確保駐車スペース 2台確保駐車スペース 2台確保駐車スペース 2台確保
土地面積：100.46 ㎡
建物面積：81.80 ㎡
土地面積：100.46 ㎡
建物面積：81.80 ㎡
土地面積：100.46 ㎡
建物面積：81.80 ㎡

万円万円

仕様 ・設備

・勾配天井

・対面式システムキッチン

・全居室収納完備

・主寝室に専用ロフト

・ キッチン収納

・浴室換気乾燥暖房機

・ シャワートイレ

・ 勾配天井

・対面式システムキッチン

・全居室収納完備

・主寝室に専用ロフト

・ キッチン収納

・浴室換気乾燥暖房機

・ シャワートイレ

4,5354,5354,5354,535販売価格販売価格

徒歩徒歩17171717分分

所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 80% 現況 建築中 完成 2023年4月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22KAK建確01034号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230231433
その他備考

第１種高度地区、防火指定なし、緑化地域

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
北西側4.5m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
瀬谷区橋戸３丁目 相鉄線「瀬谷」駅 徒歩１７分

木造在来軸組工法２階建



045-364-2205

080-8814-0799

新築新築
分譲住宅分譲住宅

小田急線・相鉄線小田急線・相鉄線

大和大和大和大和 駅駅
3LDK

閑静な住宅街の分譲住宅閑静な住宅街の分譲住宅閑静な住宅街の分譲住宅閑静な住宅街の分譲住宅
土地面積：123.06 ㎡
建物面積：101.64 ㎡
土地面積：123.06 ㎡
建物面積：101.64 ㎡
土地面積：123.06 ㎡
建物面積：101.64 ㎡

万円万円

徒歩徒歩14141414分分

仕様 ・設備

・大型浴室 TV

・ 浴室換気乾燥暖房機

・ ビルトイン食洗器

・浄水器内蔵水栓

・ ハンドシャワー付洗面台

・ TV モニター付きインターホン

・玄関 IC カードキー

・ 対面式システムキッチン

・大型浴室 TV

・ 浴室換気乾燥暖房機

・ ビルトイン食洗器

・浄水器内蔵水栓

・ ハンドシャワー付洗面台

・ TV モニター付きインターホン

・玄関 IC カードキー

・ 対面式システムキッチン

4,7804,7804,7804,780販売価格販売価格
所在地 交通
土地権利 所有権 地目 宅地 構造・規模
都市計画 市街化区域 用途地域 第１種低層住居専用地域 法令・制限
建蔽率 50% 容積率 100% 現況 建築中 完成 2023年2月完成予定
引渡し日 相談 建築確認番号 第22UDI1K00264号 設備
接道状況 取引形態 仲介 物件番号 230151501
その他備考

東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水
北側5.0m公道に接道
司法書士及び土地家屋調査士は売主指定となります。

物件概要
大和市中央６丁目 相鉄線「大和」駅 徒歩１４分

木造２階建
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