
●加治木駅まで400m！！

2,593万円
(税込)

【物件概要】所在地/姶良市加治木町朝日町
4LDK　2階建　木造軸組工法（省令準耐火
構造）　交通/鹿交/黒川バス停(徒歩4分)
【売主】仲介手数料不要（売主物件のため）
建築確認番号：鹿建第1210370号　令和
4年4月完成予定

分譲
価格

土地面積：191.00㎡(57.77坪) 
延床面積：  97.71㎡(29.55坪)

4,250万円
(税込)

【物件概要】所在地/鹿児島市紫原6丁目　3LDK+SR　2
階建　木造軸組工法　交通/鹿交/紫原中学校前バス停
(徒歩3分)【売主】仲介手数料不要（売主物件のため） 建
築確認番号：鹿建第120635号　令和4年4月完成予定

分譲
価格

土地面積：155.25㎡(46.96坪) 
延床面積：110.14㎡(33.31坪)

3,048万円
(税込)

【物件概要】所在地/鹿児島市紫原
5丁目　3LDK　2階建　木造軸組
工法　交通/市営/紫原中学校前バ
ス停(徒歩2分)【売主】仲介手数料
不要（売主物件のため） 令和3年6
月完成

分譲
価格

土地面積：85.67㎡(25.91坪) 
延床面積：79.48㎡(24.04坪)
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モデルハウス見学＆来社相談会
10：00～17：00

建設業許可：鹿児島県知事（特2）第8476号（公社）鹿児島県宅地建物取引業協会会員
（一社）九州不動産公正取引協議会加盟　一級建築士事務所：第1-2-74号
宅地建物取引業免許：鹿児島県知事（12）1852号　広告有効期限：令和4年4月15日

（099）285-1000
鹿児島市南郡元町14番9号 三洋ビル

●他社で商談中の図面・見積りご持参ください！

ご予約は
こちらから！

動画で確認

※キャンペーンの対象は三洋ハウスへのお問い合わせが初めてで、現在3ヶ月以内に他社で商談中
であり、弊社にて土地リサーチ・プランニングのご依頼を頂ける方です。1家族につき1回までと
させて頂きます。他のキャンペーンとの併用はできません。
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●武小まで100m！！武3丁目

●西紫原小まで550m！！

MODEL HOUSE

紫原
4丁目

●西紫原中まで150m！！

3,565万円
(税込)

【物件概要】所在地/鹿児島市紫原3丁目
4LDK　2階建　木造軸組工法（省令準
耐火構造）　交通/鹿交/紫原４丁目バス
停(徒歩5分)【売主】仲介手数料不要（売
主物件のため） 令和3年12月完成

【物件概要】所在地/鹿児島市紫原3丁目
4LDK　2階建　木造軸組工法（省令準
耐火構造）　交通/鹿交/紫原４丁目バス
停(徒歩5分)【売主】仲介手数料不要（売
主物件のため） 令和3年12月完成

分譲
価格

土地面積：146.53㎡(44.32坪) 
延床面積：  93.98㎡(28.42坪)

紫原3丁目

●紫原中まで50m！！

紫原6丁目

2,490万円
(税込)

【物件概要】所在地/鹿児島市原良7丁目
3LDK　2階建　木造軸組工法（省令準耐
火構造）　交通/市営/日枝ヶ迫バス停(徒
歩4分)【売主】仲介手数料不要（売主物件
の た め ） 建 築 確 認 番 号 ： 鹿 建 第
1210462号　令和4年5月完成予定

分譲
価格

土地面積：99.94㎡(30.23坪) 
延床面積：79.94㎡(24.18坪)

2,589万円
(税込)

【物件概要】所在地/鹿児島市西伊敷
2丁目　4LDK　2階建　木造軸組工
法　交通/鹿交/千年団地入口バス停
(徒歩1分)【売主】仲介手数料不要
（売主物件のため） 令和3年12月完成

【物件概要】所在地/鹿児島市西伊敷
2丁目　4LDK　2階建　木造軸組工
法　交通/鹿交/千年団地入口バス停
(徒歩1分)【売主】仲介手数料不要
（売主物件のため）令和3年12月完成

分譲
価格

土地面積：174.49㎡(52.78坪) 
延床面積：  96.05㎡(29.05坪)

●タイヨー
　伊敷団地店まで
　350m！！

●タイヨー
　伊敷団地店まで
　350m！！

西伊敷
2丁目

●西紫原小・中まで1,000m！！
紫原5丁目
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＜建築条件付＞これらの宅地は土地売買契約後 3ヵ月
以内に三洋ハウス㈱と建築請負契約を条件として販売
されます。3ヵ月以内に請負契約が成立しなかった場
合は、土地売買はなかったこととなり申込金その他金銭
は無条件で全額返還されます。

事前予約で 5,0005,0005,0005,000円
分

PRESENT!!amazonギフト券

※キャンペーンの対象は三洋ハウスへ
のお問い合わせが初めてで、住まいを
検討されていること、ご予約の上、アン
ケートへのご記入、弊社にて土地リサー
チ・プランニングのご依頼を頂ける方。
※プレゼントは1家族につき1回までとさ
せて頂きます。家づくりを他社で決めて
いる方はご遠慮ください。他のキャン
ペーンとの併用はできません。

春の

安全性と耐久性を高めた基本性能が、地震
や火災等の災害に強くあることが安心の住
まいの欠かせない条件となり、さらに財産
価値も高めます。三洋ハウスでは、これら
の住宅性能の向上と共に洗練された設計・
デザイン、また快適性や美しさを持続する
考えを取り入れており、住んでからの満足
を永続的に味わえるよう、アフターサービ
スも充実させています。

1,822

■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/60％
■容積率/200％　■南国/伊敷中前バス停(徒歩4分)

No.1区画/敷地面積
136.98㎡（41.43坪）

4,096万円
(税込)分譲

価格

土地面積：133.51㎡(40.38坪) 
延床面積：　98.93㎡(29.92坪)

【物件概要】所在地/鹿児島市紫原4丁目
4LDK　2階建　ハイブリッド工法(省令
準耐火構造)　交通/鹿交/西紫原中前バ
ス停(徒歩1分)【売主】仲介手数料不要
（売主物件のため）　令和3年7月完成

長期優良住宅

●原良小まで1,200m！！原良7丁目2,980万円
(税込)

【物件概要】所在地/鹿児島市清和1
丁目　3LDK　2階建　木造軸組工
法　交通/鹿交/竹ノ迫バス停(徒歩2
分)【売主】仲介手数料不要（売主物
件のため） 鹿建第1210583号　
令和4年5月完成予定

分譲
価格

土地面積：125.47㎡(37.95坪) 
延床面積：100.61㎡(30.43坪)

●清和小まで50m！！清和1丁目円
分

円
分3,000 2,0003,0003,000 2,0002,000事前

予約
プラン
依頼++

最大

万円

4,931No.8区画/敷地面積
243.33㎡（73.60坪） 万円2,826

■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/60％
■容積率/200％　■南国/南港バス停(徒歩3分)

No.4区画/敷地面積
155.73㎡（47.11坪） 万円

1,980No.2区画/敷地面積
109.09㎡（33.00坪） 万円

宇宿5丁目
宇宿小まで800m!

売主

1,407万円
■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/50％
■容積率/80％　■市営/宇宿前迫バス停(徒歩6分)

敷地面積
152.49㎡（46.13坪）

736万円
■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/50％
■容積率/80％　■市営/日枝ヶ迫バス停(徒歩4分)

敷地面積
97.35㎡（29.44坪）

1,650万円
■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/60％
■容積率/200％　■市営/新上橋バス停(徒歩2分)

敷地面積
176.53㎡（53.40坪）

原良7丁目
原良小まで1,200m!

売主

532敷地面積
309.80㎡（93.71坪） 万円

伊集院町下谷口
伊集院小まで1,800m!

売主

新照院町
城西中まで850m!

売主

1,650万円
■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/50％
■容積率/80％　■市営/玉里団地北口バス停(徒歩2分)

敷地面積
201.14㎡（60.84坪）

玉里団地1丁目
坂元小まで700m!

売主

2,200万円
■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/60％
■容積率/200％　■鹿交/武中下バス停(徒歩2分)

敷地面積
138.92㎡（42.02坪）

武3丁目
武小まで450m!

売主

宇宿1丁目
宇宿一丁目電停まで100m!

売主 草牟田
伊敷中まで150m!

売主

■建築条件付き　■非線引区域　■建ぺい率/70％
■容積率/400％　■南国/梅本バス停(徒歩9分)

3,381万円
(税込)分譲

価格

土地面積：82.72㎡(25.02坪)
延床面積：73.24㎡(22.16坪)

【物件概要】所在地/鹿児島市武３丁目　木造軸組工法　3LDK　2階
建　交通/鹿交/武小前バス停(徒歩2分）【売主】仲介手数料不要（売主物件
のため）　建築確認番号：鹿建第1210689号　令和4年5月完成　予定
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1,333万円
■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/50％
■容積率/80％　■鹿交/東谷山小前バス停(徒歩3分)

敷地面積
176.30㎡（53.33坪）

清和1丁目
清和小まで50m!

■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/50％
■容積率/80％　■鹿交/竹ノ迫バス停(徒歩2分)

売主

1,033敷地面積
122.03㎡（36.91坪） 万円

魚見町
東谷山小まで280m!

売主

4,100万円
■建築条件付き　■市街化区域　■建ぺい率/60％
■容積率/200％　■鹿交/附属小学校前バス停(徒歩2分)

敷地面積
180.96㎡（54.74坪）

鴨池1丁目
中郡小まで700m!

売主


