堂々完成!!現地商談会開催★ 毎週土日
開催日時

新築分譲住宅

自己資金０円
諸費用分０円

第 1 中川区的場町 あおなみ線「南荒子」駅徒歩約4分の好立地！ AM10 ： 00 ～ PM5 ： 00
全4棟
荒子小学校 一柳中学校
近隣に商業施設が揃う暮らしやすい便利な住環境♪ 徒歩約12分 徒歩約14分

3,790

3号棟
万円
（税込）

ご相談 OK です！

地下鉄東山線「高畑」駅も徒歩約１２分！
２沿線利用可能で通勤・通学に便利です♪
Life Information

住宅ローン支払例
頭金

０円

月々
支払例 約

ボーナス払金

０円

100,066

円

・借入 3,790万円
・変動金利 0.6%適用（百五銀行算出 返済期間35年）
※諸経費は別途必要です。
※審査内容によってはご希望に添えない可能性もあります。
（適用金利は令和5年1月現在と致します。）

＜3 号棟間取図＞
■土地面積：120.76㎡ (36.53坪)

●名古屋市立荒子小学校 … 徒歩約12分(992m)
●名古屋市立一柳中学校 … 徒歩約14分(1,102m)
●かなで保育園 …………… 徒歩約9分(683m)
●名古屋市立荒子幼稚園 … 徒歩約11分(908m)
●ローソン中川的場町店 … 徒歩約3分(215m)
●ヤマナカ新中島店 ……… 徒歩約11分(896m)
●ドラッグスギ新中島店 … 徒歩約12分(977m)
●医療法人純正会
名古屋西病院 …………… 徒歩約14分(1,143m)
●的場公園 ………………… 徒歩約1分(59m)

■区画図

■延床面積：100.44㎡ (30.38坪)

■標準装備

■建築確認番号：第R04確認建築愛建住セ22399号

＜物件概要＞●所在地：名古屋市中川区的場町二丁目100番1、100番2●構造：木造2階建●土地権利：所有権
●地目：宅地●都市計画：市街化区域●用途地域：第1種住居・第2種住居地域●建ぺい率：60％●容積率：
200％●他の法令上の制限：準防火地域、緑化地域、31m高度地区●設備：電気・都市ガス・公営上下水道
●接道状況：北側幅員5.43ｍ公道に接道●建築年月：2022年12月完成済●引渡日：相談●取引形態：仲介
愛知県知事（３）第２１９４６号（公社）愛知県宅地建物取引業協会会員

ホームパパ不動産
（株）

http://www.happy88.jp/

〒458-0802 名古屋市緑区兵庫一丁目 1101 番地

取引形態：仲介

物件

お客様専用ダイヤル（通話料無料）

0800-111-0880
繋がらない場合はこちらへ⇒ 052-878-0088

(１号棟） 4LDK
(２号棟） 4LDK
居室充実の４ＬＤＫならご家族が増えても安心♪ 水回りを集約しスムーズな家事導線を実現♪
ベビーカーや自転車などの
収納充実の設計プラン
収納に重宝する土間収納！
嬉しい宅配ＢＯＸ付
２台並列駐車可能！
門柱が標準装備！
居室充実の４ＬＤＫ♪
２面バルコニー♪
■土地面積：113.85㎡ (34.44坪)

■土地面積：112.44㎡ (34.01坪)

■延床面積：108.14㎡ (32.71坪)

■延床面積：106.92㎡ (32.34坪)

■建築確認番号：第R04確認建築愛建住セ22397号

■建築確認番号：第R04確認建築愛建住セ22398号

(３号棟） 3LDK+S

２階・８帖の主寝室は大きな
ベッドを置いても
ゆとりのある広さ♪

3,990
3,790

万円
(税込)

万円
(税込)

(４号棟） 3LDK+S
南側バルコニーに面した８帖の
主寝室には明るい
光が差し込みます！

■土地面積
：120.76㎡ (36.53坪)

■土地面積
：122.31㎡ (37.00坪)

■延床面積
：100.44㎡ (30.38坪)
■建築確認番号：第R04確認建築愛建住セ22399号

■延床面積
：101.25㎡ (30.63坪)
■建築確認番号：第R04確認建築愛建住セ22400号

3,990
3,790

万円
(税込)

万円
(税込)

新規公開!!現地商談会開催★ 毎週土日
開催日時

新築分譲住宅

緑区漆山第２期
全2棟

AM10 ： 00 ～ PM5 ： 00

自己資金０円
諸費用分０円
ご相談 OK です！

名鉄名古屋本線「左京山」駅徒歩約5分の好立地！ 平子小学校 左京山中学校
駅近＆商業施設徒歩圏内の便利な住環境♪ 徒歩約９分 徒歩約５分

＜1 号棟間取図＞

Service room

Service room

小中学校まで徒歩１０分圏内！
お子様を安心して通学させられますね♪
大高緑地まで徒歩約９分！
住宅ローン支払例
非常に緑豊かなエリアです♪ 頭金 ０ 円 ボーナス払金 ０円
月々
レジャーにも毎日のお散歩にも♪ 支払例 約 110,364 円
嬉しい床暖房標準装備！
お車2台並列駐車可能です♪

・借入 4,180万円
・変動金利 0.6%適用（百五銀行算出 返済期間35年）
※諸経費は別途必要です。
※審査内容によってはご希望に添えない可能性もあります。
（適用金利は令和４年10月現在と致します。）

■区画図

4,180

■土地面積：
102.01㎡（30.85坪）
■延床面積：
95.17㎡（28.78坪）
■建築確認番号：

Life Information
●名古屋市立平子小学校…………徒歩約9分（754m）
●名古屋市立左京山中学校………徒歩約5分（429m）
●ＳＯＮＥ保育園…………………徒歩約8分（651m）
●有松幼稚園………………………徒歩約16分（1,285m）
●ファミリーマート緑太鼓田店…徒歩約5分（432m）
●マックスバリュ左京山店………徒歩約8分（652m）
●ウエルシア名古屋曽根店………徒歩約7分（565m）
●大高緑地…………………………徒歩約9分（751m）

1号棟
確認サービス第KS
万円
（税込） 122-3810-50360号

＜物件概要＞●所在地：名古屋市緑区漆山317、318、319、320番●構造：木造●土地権利：所有権
●地目：宅地●都市計画：市街化区域●用途地域：第一種住居地域●建ぺい率：60％●容積率：200％
●接道状況：南側幅員約6.5ｍ公道に接面●他の法令上の制限：準防火地域、緑化地域、31m高度地区
●設備：電気・都市ガス・公営上下水道●建築年月：2023年完成予定●引渡し日：相談●取引形態：仲介
愛知県知事（３）第２１９４６号（公社）愛知県宅地建物取引業協会会員

ホームパパ不動産
（株）

http://www.happy88.jp/

〒458-0802 名古屋市緑区兵庫一丁目 1101 番地

取引形態：仲介

物件
6.5ｍ公道

お客様専用ダイヤル（通話料無料）

0800-111-0880
繋がらない場合はこちらへ⇒ 052-878-0088

(１号棟） 2LDK+2S

■土地面積：102.01㎡（30.85坪） ■延床面積：95.17㎡（28.78坪）
■建築確認番号：確認サービス第KS122-3810-50360号

名鉄名古屋本線「左京山」駅徒歩約５分の好立地！
通勤通学にも大変便利な駅近エリアです♪
Service room

Service room

２階・７.１５帖の主寝室には豊富な収納力のクローゼット♪
洋室は２階に４室！全室フローリングのお住まいです♪
南側道路に面した明るい邸宅♪
居室充実の４ＬＤＫなら
ご家族が増えても安心ですね♪

(２号棟） 2LDK+2S

4,180

■土地面積：102.07㎡（30.87坪） ■延床面積：94.92㎡（28.71坪）
■建築確認番号：確認サービス第KS122-3810-50362号

駅近＆周辺には生活に便利な施設が揃った暮らしやすい住環境！
国道１号線へもすぐ出られるのでお車でのアクセスも良好です♪
２階には２.４９帖のサービスルームあり！
書斎、ファミリークロークなど様々お使いいただけます♪
水回りを集約して家事導線をスムーズに！
床暖房付きで寒い季節も快適♪

4,180

2号棟
万円
（税込）

1号棟
万円
（税込）

ＬＤＫはゆとりのある１８.０８帖！

Service room

Service room

堂々完成!!現地商談会開催★ 毎週土日
開催日時

新築分譲住宅

西区浄心
全1棟

AM10 ： 00 ～ PM5 ： 00

自己資金０円
諸費用分０円
ご相談 OK です！

市営地下鉄鶴舞線「浄心」駅徒歩約7分の好立地！ 児玉小学校 浄心中学校
駅近＆商業施設徒歩圏内の便利な住環境♪ 徒歩約３分 徒歩約９分

4,998

小中学校まで徒歩１０分圏内！
お子様を安心して通学させられます♪
＜間取図＞

万円（税込）
■土地面積：
75.44㎡（22.82坪）
■延床面積：
128.38㎡（38.83坪）
■建築確認番号：

Life Information
●名古屋市立児玉小学校……………徒歩約3分（216m）
●名古屋市立浄心中学校……………徒歩約9分（687m）
●新生保育園…………………………徒歩約9分（679m）
●ファミリーマート名西二丁目店…徒歩約2分（182m）
●ヨシヅヤ名古屋名西店……………徒歩約10分（833m）
●フィール花の木店…………………徒歩約12分（963m）
●名古屋天神山郵便局………………徒歩約4分（304m）
●浄心公園……………………………徒歩約0.3分（10m）

確認サービス第KS

122-0420-50558号

住宅ローン支払例
頭金
＜物件概要＞●所在地：名古屋市西区浄心二丁目710番1●構造：木造●土地権利：所有権●地目：宅地●都市計画：市街化
区域●用途地域：第一種住居地域●建ぺい率：60％●容積率：200％●接道状況：南側幅員約5.3ｍ公道に約6.7m、西側
幅員約7.9m公道に約7.7m接面●他の法令上の制限：準防火地域、下水道処理区域、緑化地域、31m高度地区、日影規制4h2.5h・4m●設備：電気・都市ガス・公営上下水道●建築年月：2023年1月完成予定●引渡し日：相談●取引形態：仲介

０円

月々
支払例 約

131,961

ホームパパ不動産
http://www.happy88.jp/

〒458-0802 名古屋市緑区兵庫一丁目 1101 番地

０円
円

・借入 4,998万円
・変動金利 0.6%適用（百五銀行算出 返済期間35年）
※諸経費は別途必要です。
※審査内容によってはご希望に添えない可能性もあります。
（適用金利は令和４年12月現在と致します。）

愛知県知事（３）第２１９４６号（公社）愛知県宅地建物取引業協会会員

ホームパパ不動産（株）

ボーナス払金

物件

取引形態：仲介

お客様専用ダイヤル（通話料無料）

0800-111-0880
繋がらない場合はこちらへ⇒ 052-878-0088

4ＬＤＫ

■土地面積：75.44㎡（22.82坪） ■延床面積：128.38㎡（38.83坪）
■建築確認番号：確認サービス第KS122-0420-50558号

南西角地！
陽射しが
たっぷり
入ります♪
駅近＆周辺には生活に便利な施設が揃った暮らしやすい住環境！
小中学校・保育園も徒歩圏内！子育てファミリーに大変お勧めです♪
すっきりした暮らしを叶える充実の収納が魅力♪重宝するＳＩＣ付き！

家族団らんに嬉しい床暖房付きです♪
プライバシー性の高い２階ＬＤＫ♪
愛車を風雨から守る車庫のある設計！

4,998

万円
（税込）

物価
件格

3,480

種
別

万円

所
（税込） 在

新築戸建
名古屋市南区上浜町289番6、289番7

外観

交
通

ＪＲ東海道本線「大高」駅 徒歩約18分
名古屋市営バス「上浜」停下車 徒歩約2分

南東向きの明るい新築住宅♪
間口約7.3m！お車2台並列駐車可能です！
土
電動シャッター、床暖房、LED照明等
暮らしを快適にする設備が充実！

権

利

所有権

面

積

102.92㎡（約31.13坪）

地

私

道

接

道

無

建ぺい率
都市計画

限

第一種住居専用地域

●シャッター雨戸（1階は電動）
●全室LED照明器具付き
●食洗器付カウンターキッチン
●LD：ガス床暖房・エアコン付き
●温水暖房便座付きトイレ
●追い焚き機能付きバスルーム
●モニター付きインターホン

間取り：3LDK+S 1階：50.10㎡ 2階：52.17㎡
※現況と異なる場合は、現況優先とさせていただきます。

容積率
高度地区

200%
31ｍ

準防火地域、緑化地域、第2種臨海部防災区域
都市機能誘導区域内、居住誘導区域内

延床面積

102.27㎡（約30.93坪）

築年月

2022年4月

間取り

3LDK＋S

駐車場

2台駐車可能

構

造

木造

設

ガ

ス

都市ガス

電

気

中部電力

備

上

水

公営上水

排

水

公営下水

引
渡

現

況

完成済

時

期

即可

物件

充実の住宅設備！

60%
市街化区域

その他
法令

建
物

宅地

目

南東側公道 幅員約11.0mに約7.3m接道

用途地域

制

地

名古屋市立星崎小学校……………徒歩約8分（667m）
名古屋市立本城中学校……………徒歩約34分（2,695m）
ほしざき保育園……………………徒歩約7分（531m）
ファミリーマート名南上浜町店…徒歩約2分（157m）
備 ヤマナカ柴田店……………………徒歩約20分（1,528m）
ＭＥＧＡドン・キホーテ
考 名四丹後通り店……………………徒歩約8分（650m）
南医療生協かなめ病院……………徒歩約13分（1,072m）
上浜公園……………………………徒歩約3分（239m）
学

区

名古屋市立星崎 小学校

名古屋市立本城 中学校

