
原稿修正は掲載日前週の水曜日18：00までとなっております。
特に「金額」「住所」「電話番号」をご確認いただき、問題がなければサインをお願い致します。

いつもお世話になっております。ご確認宜しくお願い致します。

お客様確認サイン蜷 　月　　　日 　　　  ：

（株）地域新聞社 千葉支社 担当/小川和宏
薑043-223-0185  薨043-223-0180
※本データ内容の無断転用、転載はお断り申し上げます
※校正ゲラの色と紙面の色は多少違いますのでご理解下さい。

2校

戸建・マンション
買い取ります！

下記電話番号まで
ご連絡ください！

相 続

古家付き土地

空き家

残置物が多い
買取強化エリア

千葉市内、四街道市みそら・栗山・旭ヶ丘
その他エリアもご相談ください

集募集大募売却物件大募募集募集件大売却物件大募集！！集集募集募集募募大大件大件大物件物件却物却物売却売却物件大募集！件件売却物件大募集集集募募大大件件物物却却売売 ！！物物却却物件大募物件大募物物 募募物件大募物件大募集集集売却物件大募集！

リフォーム済

4LDK中古戸建 千葉市緑区大木戸町

販売
価格

万
円1,2981,298

■交通/ＪＲ外房線「土気」駅徒歩約23分■土地
/186.09㎡（56.29坪）■建物/101.84㎡（30.80坪）
■築年月/昭和56年1月■現況/空家■引渡日/相談

・頭金0円 ・1,298万円借入 
・変動金利1.025％

月3々6,792円支払い例 専
任

★大木戸小学校
徒歩約10分（約790ｍ）
★越智中学校
徒歩約26分（約2070ｍ）

2021年11月下旬リフォーム完了
〔内容〕外壁・屋根塗装、室内塗装（一部）、クロス貼り（一部）、クッショ
ンフロア・フローリング貼替（一部）、畳表替、キッチン・新規ユニットバ
ス設置・洗面化粧台・トイレ交換、インターホン設置、照明交換（一部）、
白蟻防蟻工事、サッシ・建具調整、襖・障子貼替、ハウスクリーニング

さ
く
ら
都
市

リフォーム中

4LDK中古戸建 千葉市若葉区若松台

販売
価格

万
円1,6801,680

■交通/ＪＲ総武本線「四街道」駅車約6分（約2.4㎞）■
土地/175.53㎡（53.09坪）■建物/149.29㎡（45.16
坪）■築年月/昭和62年9月■現況/空家■引渡日/相談

・頭金0円 ・1,680万円借入 
・変動金利1.025％

月4々7,619円支払い例 専
任

★若松台小学校
徒歩約14分（約1080ｍ）
★業務スーパー
　車約5分（約1.9㎞）

2022年3月中旬リフォーム完了予定
詳細はお問合せください

2022年1月下旬リフォーム完了
外壁塗装、玄関ドア・洗面台・ユニットバス・キッチン・トイレ・給湯器・洗濯水栓・コンセント・照明ス
イッチパネル交換、壁紙・床フローリング・襖・障子貼替、畳表替、室内ドア等建具修繕又は交換、
モニター付きインターホン設置、白蟻防蟻工事、ハウスクリーニング、駐車場縦列２台へ増設

さ
く
ら
都
市

4LDK中古戸建 四街道市つくし座

販売
価格

万
円1,2801,280

■交通/JR総武本線「四街道」駅車約6分（約2.1㎞）■
土地/157.06㎡（47.51坪）■建物/97.70㎡（29.55
坪）■築年月/昭和54年2月■現況/空家■引渡日/相談

・頭金0円 ・1,280万円借入
・変動金利1.025％

月3々6,281円支払い例 専
任

★栗山小学校
　徒歩約4分（約280ｍ）
★イトーヨーカドー
　四街道店
　車約6分（約2.1㎞） リフォーム済

3LDK中古戸建 千葉市中央区生実町

販売
価格

万
円2,2992,299

■交通/ＪＲ内房線「浜野」駅車約7分（約2.7㎞）■土地
/131.18㎡（31.91坪）■建物/105.50㎡（31.91坪）
■築年月/平成19年8月■現況/空家■引渡日/相談

・頭金0円 ・2,299万円借入
・変動金利1.025％

月6々5,165円支払い例 専
任

★生浜小学校徒歩約12分（約960ｍ）
★東武ストア蘇我店
　約車4分（約1.3㎞）
★駐車場2台有

2021年10月末リフォーム完了
詳細はお問合せください

値下げしました

リフォーム済

5LDK中古戸建 千葉市若葉区北大宮台

販売
価格

万
円1,8801,880

■交通/千葉都市モノレール2号線「千城台」駅車約9分（約3.3
㎞）■土地/204.56㎡（61.88坪）■建物/142.01㎡（42.96
坪）■築年月/昭和55年3月■現況/空家■引渡日/相談

・頭金0円 ・1,880万円借入
・変動金利1.025％

月5々3,289円支払い例 専
任

★大宮小学校
　徒歩約11分（約840ｍ）
★せんどう大宮店
　車約2分（約700ｍ）
★駐車場2台 リフォーム済

2022年2月上旬リフォーム完了
〔内容〕駐車場増設、外壁・屋根塗装、一部室内塗装、キッチン・給湯器交換、トイレ
2ヶ所交換、洗面化粧台・ユニットバス・ビルトインコンロ新規、クロス全貼替、共有
部照明・スイッチパネル・建具・玄関ドア交換、網戸張替、サッシ調整、フローリング貼
替、畳表替、襖・障子貼替、ポーチタイル貼り、白蟻防蟻工事、ハウスクリーニング

4LDK中古戸建 四街道市栗山

販売
価格

万
円1,2981,298

■交通/ＪＲ総武本線「四街道」駅徒歩約25分■土地
/149.94㎡（45.35坪）■建物/85.41㎡（25.84坪）
■築年月/昭和52年11月■現況/空家■引渡日/相談

・頭金0円 ・1,298万円借入
・変動金利1.025％

月3々6,792円支払い例

★中央小学校
　徒歩約17分（約1300ｍ）
★イトーヨーカドー四街道店
　車約4分（約1.5㎞） リフォーム済

専
任

2021年11月中旬リフォーム完了
〔内容〕外壁・ベランダ塗装、クロス・CF貼替、建具修補、
畳表替、洗面台・ユニットバス交換、台所水栓交換、トイ
レ交換、モニター付インターホン設置、白蟻防蟻工事、
ハウスクリーニング

仲介手数料不要！
最短2週間で即金買取

面倒な手続きもしっかりサポート

老朽化した
建物は そのままでOK！

そのままでOK！不要な荷物
や家具は

（司法書士等）

買取メリット‼
さくら都市が選ばれる

国土交通大臣（１）第9754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 公益社団法人 東日本不動産流通機構会員

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（4）15199号が買取します。 月々の支払いは千葉銀行提携ローンの一例です（変動優遇金利1.025%、2022年2月1日現在の変動基準金利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が、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）。表記の利回りは単純利回りで、固定資産税、管理費等の諸経費は考慮しておりません。また賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られる事を保証するものではありません。

0800-800-8890
無料通話

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia ）』にリンクされています検索さくら都市http://www.sakuratoshi.co.jp/
千葉市緑区おゆみ野南4-40-4　営業時間/9：00～18：30
買取の窓口 TEL043-420-8739 定休日/水曜日中古住宅買取り窓口 千葉支店さくら都市株式

会社 R

さくら都市は2010年度から

12期連続12期連続
増収・増益増収・増益更新中！更新中！

安
心
の

会
社
で
す

次週ランキングに注目‼

毎週ランキングを
更新いたします‼

2位 市原東支店
3位 川崎支店

全店舗売上げ
ランキング

前週の売上
ランキング

1位 千葉支店
2位 川崎支店
3位 市原東支店

1位
千葉支店
※2月7日現在

2022年

全4サイズ

□□色数、サイズ、営業名、伝番
□□名、住or電(携だけは不可)
□□日付曜日の整合、定休日BT
□□根拠の無い最上級表現
□□景品の最高限度額
□□求人・通販・動物業必要項目

校正

FAX
メール
TEL
面談

進
行 ：
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渡辺(則

　 責了 校了
二次元コード読み取りチェック

□あり □なし
制作 営業

C

文字打ち直し等
文字校正指示しました！

ちいこみ 検索
地域新聞コミュニティサイト

あなたのお店も登録しませんか？

□リライト
不可

□レイアウト
厳守

校
正
方
法 ／　   （　　） ：

持参　  FAX 　 メール  　営確号
代
表
版

2022/02/18

菰田　モモ

四街道
556939 




