
おすすめ一覧[居住用] [ 2016/02/23 ]
広告有効期限 : 2016/03/15

上尾駅 440万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

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10分
所在地 上尾市富士見2丁目
専有面積 44.87㎡(13.57坪)
バルコニ 3.88㎡
間取 3DK
構造 ＲＣ
階建 4階建 3階部分
築年月 昭和42年10月
管理形態 自主管理
管理費 \1,500
修繕費 \14,500
引渡 即時

特色

物件番号 Bm7906 [仲介]

上尾駅 1,680万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

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6分
所在地 上尾市愛宕1丁目
専有面積 62.35㎡(18.86坪)
バルコニ 2.61㎡
間取 3LDK
構造 ＲＣ
階建 7階建 7階部分
築年月 昭和56年2月
管理形態 全部委託
管理費 \10,800
修繕費 \13,050
引渡 相談

特色

物件番号 Bm7850 [仲介]

東大宮駅 580万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

交通 JR宇都宮線･湘南新宿ﾗｲﾝ･上野東京ﾗｲﾝ東大宮駅 徒歩24分
所在地 上尾市大字瓦葺
専有面積 59.67㎡(18.05坪)
バルコニ 6.43㎡
間取 1LDK
構造 ＲＣ
階建 2階建 2階部分
築年月 昭和56年3月
管理形態 全部委託
管理費 \7,460
修繕費 \10,000
引渡 相談

特色

物件番号 Bm7824 [仲介]

東大宮駅 450万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

交通 JR宇都宮線･湘南新宿ﾗｲﾝ･上野東京ﾗｲﾝ東大宮駅 徒歩20分
所在地 上尾市大字瓦葺
専有面積 41.97㎡(12.69坪)
バルコニ 7.54㎡
間取 1LDK
構造 ＳＲＣ
階建 11階建 6階部分
築年月 平成4年2月
管理形態 全部委託
管理費 \9,000
修繕費 \8,100
引渡 即時

特色

物件番号 Bm7811 [仲介]

上尾駅 1,470万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

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6分
所在地 上尾市柏座3丁目
専有面積 67.29㎡(20.35坪)
バルコニ 9.6㎡
間取 3LDK
構造 ＳＲＣ
階建 5階建 5階部分
築年月 昭和60年3月
管理形態 全部委託
管理費 \5,620
修繕費 \11,870
引渡 相談

特色

物件番号 Bm8039 [仲介]

上尾駅 2,280万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

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5分
所在地 上尾市柏座1丁目
専有面積 75.28㎡(22.77坪)
バルコニ 13.3㎡
間取 3LDK
構造 ＳＲＣ
階建 15階建 7階部分
築年月 平成14年9月
管理形態 全部委託
管理費 \11,400
修繕費 \9,000
引渡 即時

特色

物件番号 Bm7994 [仲介]

上尾駅 580万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

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10分
所在地 上尾市富士見2丁目
専有面積 44.87㎡(13.57坪)
バルコニ 3.88㎡
間取 3DK
構造 ＲＣ
階建 4階建 1階部分
築年月 昭和42年10月
管理形態 自主管理
管理費 \1,500
修繕費 \14,500
引渡 相談

特色

物件番号 Bm7951 [仲介]

上尾駅 850万円中古ﾏﾝｼｮﾝ

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19分
所在地 上尾市本町5丁目
専有面積 69.71㎡(21.08坪)
バルコニ 8.64㎡
間取 3LDK
構造 ＲＣ
階建 4階建 1階部分
築年月 平成1年10月
管理形態 全部委託
管理費 \8,730
修繕費 \9,700
引渡 相談

特色

物件番号 Bm7911 [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


