
★★★今の家賃と比べてください★★★

さくら都市は

ご自宅売却の強い味方です！

　　　　  

適切にアドバイス致します。
　　　　   売るべきではないか売るべきか

迷わずにお電話ください。

詳細は順次広告で発表してまいります! お楽しみに!!

新物件確定一覧【2017年4月以降】
月 所在地 間取

4月

5月

市原市桜台1丁目 5LDK
月 所在地 間取

7月

8月

長生郡白子町 4LDK
木更津市東太田2丁目 4LDK
木更津市八幡台5丁目 3LDK
木更津市請西2丁目 4LDK
君津市杢師 売地

9月 木更津市清川 4LDK

10月 市原市南国分寺台 3LDK
富津市富津 5DK+ホテル

木更津市請西南3丁目 4LDK
木更津市真舟 平家3LDK

市原市辰巳台3丁目（マンション） 3LDK
君津市人見3丁目 4DK
袖ヶ浦市福王台4丁目（マンション） 3LDK
君津市大和田4丁目 5DK
市原市五井 4LDK
市原市西広6丁目 4LDK
木更津市畑沢南3丁目 4LDK
富津市下飯野 4LDK

袖ヶ浦市上泉 4LDK（山林含む）

ご　　　　を迷っていませんか?自宅売却

「さくら丸」「さくら丸」
さくら都市
イメージキャラクター

さくら都市
イメージキャラクター

・交通／小湊鉄道線『上総牛久』駅バス8分停歩3分 ・間取／4DK（S59年7月築）
・土地／204.72㎡（61.92坪） ・建物／83.21㎡（25.17坪） ・地目／宅地 ・現況／古家有
・用途／市街化調整区域（60/100％） ・所在／市原市栢橋215-205

古家付売地 市原市 栢 橋No.
1 4

DK

・358万円借入
・変動金利1.025％ ・頭金0円

10,148円月々返済

358万円
販売
価格

ときわ台団地内の落ち着いた住環境!!

専任

・閑静な住宅街!!
・寺谷小・南総中学区!!
・整形地！！ ・CFクロス一部貼替!!
・ハウスクリーニング!!

・交通／JR内房線『姉ヶ崎』駅バス23分停歩2分 ・間取／2LDK（H24年1月築）
・土地／201.58㎡（60.98坪） ・建物／67.90㎡（20.54坪） ・所在／市原市泉台5丁目4-8

中古住宅 市原市 泉台5丁目No.
6 2

LDK

・1,880万円借入
・変動金利1.025％ ・頭金0円

53,289円月々返済

1,880 万円
販売
価格

人気の平屋建て住宅!!

・平成24年築の築浅物件!!
・エアコン2台付!!
・開放感溢れる勾配天井!!
・駐車場普通車2台+軽1台!!

月々支払いがお手頃価格の、さくら都市オススメの中古住宅を取り揃えました！！どの物件も見学可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

自信の物件ラインナップ物件ラインナップ
大公開!即決

物件「さくら丸」「さくら丸」
さくら都市 

イメージキャラクター
さくら都市 

イメージキャラクター

さくら都市

・交通／JR内房線『姉ヶ崎』駅バス19分停歩4分 ・間取／4LDK（S63年10月築）
・土地／207.98㎡（62.91坪） ・建物／109.27㎡（33.05坪） ・所在／市原市泉台3-6-17

中古住宅 市原市 泉台3丁目No.
5 4

LDK

・1,280万円借入
・変動金利1.025％ ・頭金0円

36,282円月々返済

1,280 万円
販売
価格

現在リフォーム中!!

・いちはら緑園都市!!
・建築協定がある整った街並み!!
・緑豊かな泉台中央公園が
 目の前!!

専任

・交通／JR内房線『五井』駅約3.3km ・間取／5SDK（S63年4月築）
・土地／198.00㎡（59.89坪） ・建物／117.85㎡（35.64坪） ・所在／市原市西国分寺台2-12-31

中古住宅 市原市 西国分寺台2丁目No.
3 5

SDK

・1,580万円借入
・変動金利1.025％ ・頭金0円

44,785円月々返済

1,580 万円
販売
価格

南側道路に付陽当り良好!!

・内装一部リフォーム済!!
・人気の国分寺台エリア!!
・国分寺台西小学校徒歩1分!!
・国分寺台西中学校徒歩7分!!
・せんどう・コンビニ近く買い物便利!!

専任
・交通／JR内房線『五井』駅バス15分停歩3分 ・間取／4LDK（S56年3月築）
・土地／214.61㎡（64.92坪） ・建物／97.16㎡（29.39坪） ・所在／市原市西広1-10-28

中古住宅 市原市 西広1丁目No.
2 4

LDK

・1,580万円借入
・変動金利1.025％ ・頭金0円

44,785円月々返済

1,580 万円
販売
価格

大手施工会社セキスイハイム!!

・小・中学校徒歩10分以内!!
・スーパー・ドラッグストア
 市役所等近く生活便利です!!
・一部リフォーム中!!
・雨の日のお洗濯も安心サンルーム付!!

専任

・交通／JR内房線『姉ヶ崎』駅バス13分停歩5分 ・間取／5LDK（S54年11月築）
・土地／208.33㎡（63.02坪） ・建物／94.60㎡（28.62坪） ・所在／市原市桜台1-19-12

中古住宅 市原市 桜台1丁目No.
4 5

LDK

・1,180万円借入
・変動金利1.025％ ・頭金0円

33,447円月々返済

1,180万円
販売
価格

現在リフォーム中!!

・大家族様向け5LDK!!
・カースペース3台以上!!
・南側お庭に付陽当り良好!!
・閑静な住宅街!!

専任

Ⓡ

地域社会貢献No.1を目指す

千葉県知事免許（4）第１４０２６号  一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会会員 公益社団法人  全国宅地建物取引業保証協会会員 公益社団法人  首都圏不動産公正取引協議会加盟  国土交通大臣指定 公益財団法人  東日本不動産流通機構会員

800-7775
0800-

五井駅

セブン
イレブン
セブン
イレブン

五井小学校五井小学校

小
湊
鉄
道
線

小
湊
鉄
道
線

セブン
イレブン
セブン
イレブン

セブン
イレブン
セブン
イレブン

ファミリー
マート
ファミリー
マート

デイリー
ヤマザキ
デイリー
ヤマザキ

市原高等技術
専門校
市原高等技術
専門校

アリオ市原アリオ市原

ケーズデンキケーズデンキ

当社

市原支店案内図市原支店案内図
市原市更級1-1-4市原支店

〒290-0050  市原市更級1-1-4ヴァレンタインコート1F103

営業時間 9:00～18:30  定休日：水曜日

（株）さくら都市・本社本店

     

（株）さくら都市・君津支店 （株）さくら都市・袖ヶ浦支店

 TEL0438-37-8739 
0800-800-8739

不動産買取専門会社の有限会社幸楽都市千葉県知事免許（3）15199号が買取します。 月々のお支払いは一例です。変動金利1.025%は平成29年4月1日現在の基準金利2.475%より金利優遇1.45%を適用した場合です。
年2回の見直しがございます。5年間の返済額は変わりません。返済期間は35年で、ボーナス払い無しの条件としております。（諸費用は自己資金になります。）

表示以外全て媒介

0800-800-5430 0800-800-6635
〒299-1173君津市外箕輪2-10-35 さくら都市マンション1番館1F

TEL0439-50-8739 TEL0438-63-8739 

袖ヶ浦市神納2-5-18 SKYCITY13 1F店舗B

TEL 0436
37-6880

〒290-0801木更津市請西4-5-15


