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上尾駅 2,190万円売地

交通 JR高崎線･湘南新宿ﾗｲﾝ･上野東京ﾗｲﾝ上尾駅 徒歩32分
所在地 上尾市大字壱丁目
土地面積 140.02㎡(42.35坪)
私道面積 -
地目 山林
都市計画 市街化区域
用途地域 第一種低層・第一種中高
建ぺい率 50％・60％　容積率　100
現況 更地
引渡 相談

接道情報
北西 14m(幅員) 公道 
9.91m(接面) 

特色

物件番号 Bt9466 [仲介]

上尾駅 1,590万円売地

交通 JR高崎線･湘南新宿ﾗｲﾝ･上野東京ﾗｲﾝ上尾駅 徒歩28分
所在地 上尾市大字平塚
土地面積 419㎡(126.74坪)
私道面積 -
地目 山林
都市計画 市街化調整区域
用途地域 無指定
建ぺい率 50％　容積率　100％
現況 建物有
引渡 相談

接道情報
南西 11.37m(幅員) 公道 
8.6m(接面) 、北西 4m(幅
員) 位置指定道路 

特色

物件番号 Bt9657 [仲介]

原市駅 1,350万円売地

交通 埼玉新都市交通伊奈線(ﾆｭｰｼｬﾄﾙ線)原市駅 徒歩7分
所在地 上尾市大字原市
土地面積 105.13㎡(31.8坪)
私道面積 -
地目 宅地
都市計画 市街化区域
用途地域 第一種低層
建ぺい率 60％　容積率　200％
現況 建物有
引渡 相談

接道情報
南 4m(幅員) 位置指定道
路 

特色

物件番号 Bt9463 [仲介]

原市駅 1,741万円売地

交通 埼玉新都市交通伊奈線(ﾆｭｰｼｬﾄﾙ線)原市駅 徒歩13分
所在地 上尾市大字原市
土地面積 128.18㎡(38.77坪)
私道面積
地目 宅地
都市計画 市街化区域
用途地域 第一種低層
建ぺい率 50％　容積率　80％
現況 造成中
引渡 相談

接道情報
北東 5m(幅員) 公道 、南
東 6m(幅員) 位置指定道
路 

特色

物件番号 Bt9655 [仲介]

指扇駅 800万円売地

交通 JR川越線指扇駅 徒歩32分
所在地 上尾市大字上野本郷
土地面積 650.02㎡(196.63坪)
私道面積 -
地目 宅地･田
都市計画 市街化調整区域
用途地域 無指定
建ぺい率 50％　容積率　100％
現況 更地
引渡 相談
接道情報 北西 6m(幅員) 公道 

特色

物件番号 Bt9605 [仲介]

上尾駅 1,200万円売地

交通 JR高崎線･湘南新宿ﾗｲﾝ･上野東京ﾗｲﾝ上尾駅 徒歩17分
所在地 上尾市柏座4丁目
土地面積 96.94㎡(29.32坪)
私道面積 3.39㎡
地目 宅地
都市計画 市街化区域
用途地域 第一種低層
建ぺい率 60％　容積率　100％
現況 建物有
引渡 相談
接道情報 南東 4m(幅員) 私道 

特色

物件番号 Bt9604 [仲介]

上尾駅 2,690万円売地

交通 JR高崎線･湘南新宿ﾗｲﾝ･上野東京ﾗｲﾝ上尾駅 徒歩32分
所在地 上尾市大字壱丁目
土地面積 155.35㎡(46.99坪)
私道面積 -
地目 山林
都市計画 市街化区域
用途地域 第一種低層・第一種中高
建ぺい率 50％・60％　容積率　100
現況 更地
引渡 相談

接道情報
南東 6m(幅員) 区画整理
道路 7.578m(接面) 

特色

物件番号 Bt9520 [仲介]

北上尾駅 2,623万円売地

交通 JR高崎線･湘南新宿ﾗｲﾝ･上野東京ﾗｲﾝ北上尾駅 徒歩6分
所在地 上尾市浅間台1丁目
土地面積 110.71㎡(33.48坪)
私道面積 -
地目 宅地
都市計画 市街化区域
用途地域 第二種中高
建ぺい率 60％　容積率　200％
現況 更地
引渡 即時
接道情報 南東 8m(幅員) 公道 

特色

物件番号 Bt9511 [仲介]

埼玉県知事免許（1）第２２２７７号
(公社)全日本不動産協会
(公社)不動産保証協会
(公社)首都圏不動産公正取引協議会

ハーバルホーム株式会社

〒362-0001 埼玉県上尾市上62-13 深山ビル101
TEL : 0120-38-8086    FAX : 048-770-1186
URL : http://www.herbal-home.net
E-mail : info@herbal-home.net

公営水道 公共下水 都市ガス プロパンガス 南道路 角地 駐車場 住宅性能評価 バリアフリー 耐震・免震構

エレベータ オートロック ペット飼育可 楽器演奏可 角部屋 二階以上 最上階 トランクルーム 宅配ボックス 駐車場 都市ガス

公営水道 公共下水 浄化槽 都市ガス プロパンガス 電気 側溝 角地 両面道路


