
《土地面積》151.31㎡（約45.7坪）

《建物面積》101.02㎡（約30.5坪）

OPEN HOUSE
～新築戸建～

貴生川
２丁目

４/2４㊏ 2５㊐

0120-888-471
【広告有効期限】令和３年5月31日

友だち追加して

2,580
新築戸建 販売価格

（税込）

万円【物件概要】■所在地/滋賀県甲賀市水口町貴生川２丁目
■交通/JR草津線「貴生川駅」徒歩9分■構造/木造２階建て
■用途地域/第1種中高層住居専用地域■前面道路/幅員6ｍ
■学校区/貴生川小学校、水口中学校■設備/上下水道（水道加
入金別途要）■施設負担金必要（40万円税込み）
■取引形態/売主

※QRコードを
読み取りいた
だくと、室内
をパノラマで
ご覧いただけ
ます。

70,156
〇記載している返済例は（滋賀銀行スーパー住宅ローン 変動金0.775％ 35年返済 ボーナス払いなし）
年収、勤続年数等で条件が変わる可能性があります。諸経費別途必要

（頭金0万円/借入金 2,５80万円）返済例

内覧ご希望の方
お気軽にご連絡ください！

10:00～17:00

《２号地》

即入居可

１F

１Ｆ面積/54.65㎡

２Ｆ面積/46.37㎡

2F

玄関まわりに

たっぷり収納

ＪＲ草津線「貴生川」駅 徒歩9分

手の届くところにある我が家

マックカードが当たるチャンス！

シックスパットパワーローラー

抽選にチャレンジ！

毎 月
返済例

Important home

L D K エ ア コ ン

全居室カーテンレール付

浴 室 暖 房 乾 燥 機 付

全 室 照 明 付

1 階 シ ャ ッ タ ー 雨 戸 付

たっぷり駐車ス

ペース３台可

開けば続き間

近くに小さなお子様

が遊べるスペース！

う
れ
し
い
カ
ッ
プ
ボ
ー
ド
付
き

笑いと感動のスペースクリエイター

笑顔と快適信頼の輪が広がる円満まちづくり

オール電化・エコキュート

幸せな住空間の創造 mission 3

各部屋収納付！

らくらく家事動線！

〒525-0055草津市野路町683番地6-201 TEL 077-564-7727 / FAX 077-564-7735

他にも物件多数あります！

QRコードで簡単アクセス➡

滋賀県知事(2)第003557号 公益社団法人 滋賀県宅地建物取引業協会／公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部



滋賀県知事(2)第003557号
公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会／公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会滋賀本部

笑いと感動のスペースクリエイター 売却物件募集中

掲載物件以外にもたくさんの物件情報がございます お気軽にお問い合わせください。

ご所有の「土地・戸建・マンション等」の売却

相談は当社にお任せください。

専門のスタッフが丁寧にお応えいたします！

秘密厳守 無料相談

無料査定 スピード対応

お気軽にお問い合わせください

１ 中古戸建

●所在地/甲賀市水口町下山
●交通/JR草津線「三雲駅」
徒歩約33分●宅地◆市街化調
整区域●木造２階建●築1997
年12月●居住中●引渡/要相
談（1年以内）（仲介）

１,500（税込）
万円広野台

宅地/263.42㎡（約79.6坪）
建延/212.09㎡（約64.1坪）

３

0120-888-471
〒525-0055草津市野路町683番地6-201
TEL 077-564-7727 / FAX 077-564-7735

２ 中古戸建 2,650（税込）
万円かふかの丘

宅地/229.72㎡（約69坪）
建延/216.77㎡（約65坪）

水口町三大寺

売土地

ピースタウン高塚

４
売土地

ピースタウン八光 １,４８３～ 万円

●甲賀市水口町八光●近江鉄道本線「水口石橋駅」徒歩約3分●
所有権●宅地●近隣商業地域/第二種中高層住居専用地域●建ぺ
い率80％/60％●容積率200％●引渡/相談●水道加入金別途必要
●売主

５
売土地

水口町虫生野

●甲賀市水口町虫生野●JR貴生川駅徒歩
約7分●宅地●２種中高層
●建ぺい率60%●容積率200%
●更地●建築条件無し●引渡/相談●上
下水道/集中LPG/施設負担金（40万円）
●公簿面積125.33㎡●売主

９００ 万円

●甲賀市甲南町深川●JR草津線「甲南駅」徒
歩10分●雑種地●第1種中高層専用地域●上
下水引込済み●建ぺい率 60%●容積率
200%●更地●引渡/相談●売主

面積/200㎡（約60.5坪）

残り１区画！ ９8０ 万円

●甲賀市水口町松尾●近江鉄道近江本線「水口松尾駅」
徒歩約10分●宅地●第２種低層住居専用地域●建ぺい率
/60%●容積率/100%●建築条件無し●上水道・下水道/
（水道加入金・上水道引込工事費用別途要）/集中ＬＰ
Ｇ（引込費用別途要）●仲介

★大型分譲団地内 ★南向き角地

７
売土地

水口町古城が丘

８
売土地

水口町松尾

９８０ 万円

9 甲賀町大原中
貸 家 A棟

1０.5 万円

１,040～ 万円建築条件なし

NEW

☆水口小学校 徒歩約9分 ☆城山中学校 徒歩約16分

【価格表】

区画番号 ㎡ 坪
5 150.08 45.39 約23 1,040
6 163.99 49.6 約23 1,140 電柱支線有り

7 220.23 66.61 約22.5 1,500

土地面積 坪単価
(万円）

販売価
格

●甲賀市水口町高塚●近江鉄道本線「水口石橋
駅」徒歩約13分●所有権●宅地●第一種中高層住
居専用地域/第二種住居専用地域●建ぺい率60％●
容積率200％●甲賀市指令都計画許第291号●引渡
/2021年7月上旬●水道加入金別途必要●売主

建築条件なし

☆綾野小学校 徒歩約5分 ☆水口中学校 徒歩約15分

☆貴生川小学校 徒歩約19分
☆水口中学校 徒歩約35分建築条件なし

NEW

６
売土地

ピースタウン甲南深川

建築条件なし

☆甲南第一小学校 徒歩約11分 ☆甲南中学校 約1.8km

面積/121.91㎡（約36.8坪）

JR甲南駅より

徒歩約10分

●甲賀市水口町古城が丘●近江鉄道本線「水口駅」徒
歩約7分●所有権●宅地●第二種低層住居専用地域●
建ぺい率60％●容積率100％●引渡/相談●上水引込
売主負担、下水引込公費●専任
☆水口小学校 徒歩約20分 ☆城山中学校 徒歩約5分

号地 ㎡ 坪 価格(万円）

1号地 162.5 49坪 980
2号地 162.4 49坪 980
3号地 162.4 49坪 980

水口駅より徒歩約7分

建築条件なし

建築条件なし

面積/223.88㎡（約67.72坪）

☆水口小学校 1.5km ☆城山中学校 1.2km

●甲賀市甲賀町大原中●敷金2ヶ月
●礼金1ヶ月●鍵交換代66,000円●
ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代88,000円●床面積
103.52㎡●木造2階建て●2021年4
月築●貸主

JR草津線「甲賀駅」より
徒歩約８分

賃料

新 築
オール電化住宅 駐車場２台可

10 甲賀町大原中
貸 家 B棟

1０.5 万円

●甲賀市甲賀町大原中●敷金2ヶ月
●礼金1ヶ月●鍵交換代66,000円
●ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代88,000円●床面積
103.94㎡●木造2階建て●2021年4
月築●貸主

JR草津線「甲賀駅」より
徒歩約８分

賃料

新 築
オール電化住宅 駐車場２台可

11 水口町山
第４水口台貸家

7.5 万円

●甲賀市水口町山●JR草津線「貴生川駅」バス30分
第四水口台停徒歩約3分●敷金2ヶ月●礼金1ヶ月●鍵
交換代88,000円●ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代88,000円●床面積
99.36㎡●木造2階建て●1989年11月築●貸主

賃料

☆伴谷東小学校 徒歩約4分 ☆城山中学校 3.6ｋm

駐車場２台可 ｷｯﾁﾝ入替工事済

お風呂、洗面ﾘﾌｫｰﾑ済（平成31年）
外壁塗装工事（5月初旬）

1,1８０ 万円

☆伴谷小学校 3.7km ☆水口中学校 5.5km

●所在地/甲賀市水口町三大寺●交通/JR草津
線「貴生川駅」徒歩約23分●宅地◆市街化調
整区域●木造２階建●築2005年12月●空家●
引渡/相談（仲介）

☆貴生川小学校 徒歩約14分
☆水口中学校 約4.1㎞

本格茶室

残り

３区画！

NEW

号地 ㎡ 坪 価格(円）

３号地

４号地 234.75 71.01 14,910,000
５号地

６号地 181.58 54.93 14,830,000

商談中

建 売

☆大原小学校 徒歩約28分☆甲賀中学校 徒歩約5分

綾野小学校徒歩約5分

☆大原小学校 徒歩約28分☆甲賀中学校 徒歩約5分

★読書家にぴったり大容量の書庫
★こだわりの暖炉付き
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