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大型ショッピングセンターや
保育園近く生活施設充実エリア！
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【今月のおすすめ】

【売土地】

【新築戸建】

【中古戸建】

【中古マンション】

☆当広告にて気になる物件、資料が欲しい等ご希望がございまし
たらお気軽にお電話下さい。尚、当不動産情報は、仲介物件も含
んでいる為、広告発行日までにご成約となる場合があります。予
めご了承下さいます様お願い申し上げます。当広告に掲載されて
いる物件は、現在売り出されている物件のほんの一部ですので、
この他に探されている物件ご希望等ございましたらお気軽にお尋
ね下さい。ご連絡お待ちしております。(広告有効期限：令和4年8
月25日）

第205号 令和4年7月23日発行

千葉県知事（13）第4511号 建設業免許千葉県知事（般-28）第21761号
（一社）千葉県宅地建物取引業協会会員 （公社）全国宅地建物取引業保証協会会員

お客様の大切な不動産の
より良いご売却をサポートします。
ご売却の際は、是非当社へのご依頼をお願い致します。

物件Ｎｏ 所在地 交通 価格 １坪あたり 地目 用途地域 建ぺい率 容積率 建築条件 取引態様

1 市原市西国吉 小湊鉄道馬立歩37分 250万 3.82万 216.00㎡ 65.34坪 宅地 市街化調整区域（建築可） 60% 100% 無 媒介
2 市原市郡本3丁目 内房線八幡宿バス15分歩4分 420万 5.79万 239.75㎡ 72.52坪 畑 第1種低層住居 50% 100% 無 媒介
3 市原市能満（ｱﾌｪｯﾄ辰巳№99） 内房線八幡宿バス8分歩18分 780万 13.36万 192.92㎡ 58.35坪 宅地 市街化調整区域（建築可） 60% 100% 有 売主
4 市原市能満（ｱﾌｪｯﾄ辰巳№19） 内房線八幡宿バス8分歩18分 800万 12.84万 205.85㎡ 62.26坪 宅地 市街化調整区域（建築可） 60% 100% 有 売主
5 市原市能満（ｱﾌｪｯﾄ辰巳№44） 内房線八幡宿バス8分歩18分 211.09㎡ 63.85坪 宅地 市街化調整区域（建築可） 60% 100% 有 売主
6 市原市古市場 内房線浜野バス7分歩1分 231.40㎡ 69.99坪 宅地 市街化調整区域（建築可） 60% 100% 無 媒介
7 市原市辰巳台東3丁目（LPⅡ） 内房線八幡宿バス14分歩2分 1,270万 23.46万 178.91㎡ 54.12坪 宅地 第1種中高層住居 60% 200% 有 売主
8 市原市辰巳台東3丁目（LP） 内房線八幡宿バス14分歩2分 1,280万 24.04万 176.01㎡ 53.24坪 宅地 第1種中高層住居 60% 200% 有 売主
9 市原市千種7丁目 内房線五井バス13分歩5分 商談中 24.98万 210.09㎡ 65.55坪 宅地 第1種低層住居 50% 100% 無 媒介
10 市原市君塚5丁目 内房線五井バス5分歩4分 200.38㎡ 60.61坪 宅地 第1種住居 60% 200% 有 売主
11 市原市辰巳台東3丁目（LPⅡ角地） 内房線八幡宿バス14分歩2分 179.02㎡ 54.15坪 宅地 第1種中高層住居 60% 200% 有 売主

　　　　　　※＜建築条件土地＞売主と三ヶ月以内に建築請負契約を締結していただきます。契約不成立時は受領した前金等、全額無利息で返却いたします。

土地面積

成約御礼

成約御礼

成約御礼
成約御礼

所在地 交通 価格 1坪あたり 用途地域 建築条件 取引態様

市原市山木 内房線八幡宿バス8分歩8分 700万 198.67 ㎡ 60.09 坪 11.64万
市街化調整区域

（建築可）
60 ％ 100 ％ 無 媒介

所在地 交通 価格 間取り 構造 建築年月 取引態様

市原市五井 内房線五井歩7分
3,570万
(税込）

168.02 ㎡ 50.82 坪 4LＤＫ 木造2階建 112.61 ㎡ 33.99 坪 令和4年6月 売主

土　地

土地面積 建ぺい率 容積率

新築
住宅

土地面積 建物面積

物件№ 所在地 交通 価格 間取り 構造 建築年月 取引態様

1 市原市能満 内房線五井バス15分歩19分 520万 270.24 ㎡ 81.74 坪 4ＤＫ 木造2階建 75.79 ㎡ 22.88 坪 昭和56年4月 媒介
2 市原市能満 内房線八幡宿バス8分歩27分 商談中 250.00 ㎡ 75.62 坪 4DK 木造2階建 104.31 ㎡ 31.55 坪 昭和51年4月 媒介
3 市原市大厩 内房線八幡宿バス9分歩14分 1,300万 231.00 ㎡ 69.87 坪 5SDK 木造2階建 126.41 ㎡ 38.23 坪 平成7年3月 媒介
4 市原市大厩 内房線八幡宿バス9分歩14分 商談中 198.38 ㎡ 60.00 坪 6DK 軽量鉄骨2階建 132.59 ㎡ 40.10 坪 平成11年6月 媒介
5 市原市松ケ島1丁目 内房線五井バス7分歩11分 1,700万 169.96 ㎡ 51.41 坪 4SLDK 木造2階建 118.40 ㎡ 35.81 坪 平成10年6月 媒介
6 市原市山倉 小湊鉄道海士有木歩14分 2,000万 359.26 ㎡ 108.67 坪 4SLDK 木造2階建 142.84 ㎡ 43.20 坪 平成9年5月 媒介
7 市原市五井 内房線五井歩6分 商談中 165.23 ㎡ 49.98 坪 4LDK 木造2階建 104.33 ㎡ 31.55 坪 令和2年1月 媒介
8 市原市山田橋2丁目 内房線五井バス12分歩13分 3,200万 406.31 ㎡ 122.90 坪 4SLDK 木造2階建 139.94 ㎡ 42.33 坪 平成7年3月 媒介

土地面積 建物面積

物件Ｎｏ 所在地 交通 価格 名称 間取り 構造 建築年月 管理/修繕費 管理形態 取引態様

1 市原市若宮4丁目 内房線八幡宿バス3分歩7分 300万 若宮テラスハウス 55.54 ㎡ 16.80 坪 3DK RC造2階建 昭和47年8月 なし 自主管理 媒介
2 市原市辰巳台西4丁目 内房線八幡宿バス9分歩6分 490万 ウッドランド辰巳台 100.56 ㎡ 30.41 坪 4LDK 木造 　2階建 昭和56年2月 8,492/10,000 委託管理 媒介

専有面積

物件Ｎｏ 所在地 交通 価格 間取り 構造 建築年月 取引態様

1 市原市菊間 内房線八幡宿バス5分歩4分 2,180万 170.62 ㎡ 51.61 坪 4ＬＤＫ 木造 2階建 96.88 ㎡ 29.25 坪 令和4年5月 代理
2 市原市山木 内房線八幡宿バス5分歩5分 2,380万 165.62 ㎡ 50.10 坪 4ＬＤＫ 木造 2階建 98.54 ㎡ 29.75 坪 令和4年5月 代理
3 市原市五井 内房線五井歩7分 3,580万 167.66 ㎡ 50.71 坪 4SＬＤＫ 木造 2階建 115.10 ㎡ 34.74 坪 令和4年6月 代理

※価格はすべて税込です。

土地面積 建物面積


