
延床面積(㎡) 間取り 用途地域 完成 備考・物件ポイント

AAO12 伊佐山 水戸線川島駅徒歩17分 1/2 1,780

間取り 用途地域 完成 備考・物件ポイント

物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円) 土地(㎡)

用途地域 完成 備考・物件ポイント

物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円) 土地(㎡) 延床面積(㎡)

五霞町 申し訳ございません。現在取り扱いの物件がありません。

物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円) 土地(㎡) 延床面積(㎡) 間取り

211.30 109.71 4LDK 第一種低層住居専用 R1/12 生活利便性良好　国道3号線へのアクセス良好

115.10 4LDK 第二種住居専用 R2/5 区画整理地内で綺麗な街並み　日当たり良好

IDT01 内守谷町きぬの里 関東鉄道常総線小絹駅徒歩19分 1/4 1,599

KIM01 内守谷町きぬの里 関東鉄道常総線小絹駅徒歩29分 2/2 2,540 184.09～184.10

109.53～112.40 4LDK 第一種低層・第二種住居 R2/9 日当たり良好　リビング広々22帖　

常総市

IDK01 辺田 東武野田線愛宕駅バス21分停歩4分 5/5 2,040～2,140 181.01～236.65

263.76 110.12 4LDK 第二種住居 R2/1 駐車3台可能　全室南向き

96.05 4LDK 第一種低層住居専用 R2/3 生活利便性良好　浴室テレビ付き

BB01 辺田 つくばエクスプレス守谷駅バス35分停歩1分 1/1 2,320

SJ01 辺田 つくばエクスプレス守谷駅車15.9㎞ 1/1 2,280 193.86

89.10～109.34 4LDK 第一種低層住居専用 R2/2 人気の対面キッチン　リビング広々22帖

坂東市

4LDK 第一種低層住居専用 R2/2 平屋物件有り　駐車4台可能

AAO02 陽光台1丁目 東武日光線南栗橋駅徒歩161分 2/2 1,680～1,880 203.61～212.76

第一種住居 R2/3 角地　日当たり良好

AAO01 陽光台1丁目 東武日光線南栗橋駅徒歩155分 2/3 1,980～2,080 176.32～179.91 84.44～109.34

R2/6 最寄り駅徒歩圏内　生活利便性良好

AAO03 新田山 関東鉄道常総線下妻駅徒歩92分 4/4 1,530～1,880 180.83～224.41 99.21～108.54 4LDK

☆茨城県全域の物件情報を取り揃えています！ 他の地域の物件情報をお探しの方はお問合せください！

筑西市
下記建物は全て木造住宅2階建てです。（一部平屋住宅有）未完成の物件についてもご案内させていただきます。

AAO06 油内 水戸線結城駅徒歩11分 1/2 2,080 140.57

土地(㎡) 延床面積(㎡) 間取り 用途地域 完成 備考・物件ポイント

用途地域 完成 備考・物件ポイント

境町
物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円)

八千代市
物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円) 土地(㎡) 延床面積(㎡) 間取り

115.92～116.42 4LDK 第一種低層住居専用 R2/2 全居室南向き　スーパー徒歩5分KIM02 長塚 関東鉄道常総線下妻駅徒歩15分 2/3 2,498～2,598 233.00～289.00

245.99 95.58 3LDK 無指定 R2/4 平屋物件　砂沼近く

延床面積(㎡) 間取り 用途地域 完成 備考・物件ポイント

AAM01 南原 関東鉄道常総線下妻駅徒歩40分 1/1 1,680

物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円) 土地(㎡)

102.87～103.68 4LDK 第一種住居 R2/5 結城小学校・結城東中学校区

下妻市

103.68 4LDK 第一種住居

AAO05 永横町 水戸線結城駅徒歩7分 2/2 1,940～1,990 186.44～267.60

158.55～224.28 98.82～105.30 4LDK 近隣商業 R2/3 最寄り駅徒歩圏内　人気の対面キッチン

延床面積(㎡) 間取り 用途地域 完成 備考・物件ポイント

AAO04 住吉西 水戸線結城駅徒歩3分 2/3 1,780～1,880

物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円) 土地(㎡)

結城市

236.48 95.58 3LDK

102.06～105.30 4LDK 第一種住居 R2/6 下館小学校・下館中学校区AAO15 甲 真岡鐡道下館二高前徒歩16分 2/2 1,880～1,980 163.02～163.05

155.76～224.59 100.43～110.96 4LDK 第一種住居 R2/6 最寄り駅徒歩圏内　生活利便性良好

102.87～103.68 4LDK 無指定 R2/6 大田小学校・下館南中学校区

AAO14 甲 水戸線下館駅徒歩12分 4/4 1,850～2,350

4LDK 無指定 R2/4 リビング広々22帖　ロフト有り

AAO11 幸町三丁目 水戸線玉戸駅徒歩30分 2/2 1,880～1,980 167.87～184.84

第一種住居 R2/1 平屋　駐車4台可能

AAO13 幸町一丁目 水戸線玉戸駅徒歩23分 2/2 1,880～2,050 199.76～205.53 89.91～119.06

完成 備考・物件ポイント

備考・物件ポイント

物件№ 町名 交通 戸数 価格(万円) 土地(㎡) 延床面積(㎡) 間取り 用途地域

価格(万円) 土地(㎡) 延床面積(㎡) 間取り 用途地域 完成

茨城県西エリア
（桜川市・筑西市・結城市・下妻市・八千代町・境町・坂東市・常総市・五霞町）

仲介手数料　住宅ローン代行手数料　無料（０円）物件！

桜川市 申し訳ございません。現在取り扱いの物件がありません。

物件№ 町名 交通 戸数

不動産広告の説明
■このチラシの掲載物件の取引態様は全て仲介です。■掲載物件については、御成約の

際、規定の仲介手数料を申し受けます。■印刷、原稿の締切日の都合上、売却済の場合

は御容赦ください。■徒歩分数は、1分＝80mで計算しております。■欄内の「戸数」が2/3

の場合、総販売戸数が3棟、販売残り戸数が2棟の意味を表しております。■欄内の「価

格」「土地」「延床面積」の金額、及び面積は、複数分譲地内における最高と最低の数字で

表記しております。■欄内の「完成」がR1/8の場合、令和元年8月に完成、又は完成予定を

表しております。📞029-303-7678

気になる物件がございましたら、

今すぐご連絡ください。

現地のご案内や資料のお届けは

迅速に対応いたします！


