
「学校が近いのが一番」と購入者
小・中学校、スーパーが徒歩4分以内の好立地
駅徒歩11分、全95邸の大規模開発分譲地
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「公園へ歩いて行けるのもいいですね」と購入者。公園点在、豊かな自然と教育･商業施設が身近に整う環境

価 格 2630万円～3300万円
 

土地面積 150.00㎡～156.13㎡
建物面積 105.78㎡～110.95㎡
間 取 り 4LDK
所 在 地 千葉県白井市根1931-1他（地番）

交 通 北総線「西白井」歩11分

以前は小学校まで徒歩1時間。だから、ともかく学校が近いことを
条件に探したYさん。「この近さって、他ではなかなかなかったん
です。幼稚園・小学校・中学校がつながって近いのが一番」。風のあ
る日に見学して、風通しのよさを実感できたのも決め手。吹き抜
け、キッチン、和室も気に入った点と語ってくださった

「学校がこの近さって、他にはなかった」
「日当たり、風通し、間取りもよくて・・・」普段は徒歩4分のマルエイや

駅前のマルエツ。休日には「ニ
ュータウンのイオンへよく出
かけます。車で約15分くらい
（約8.5km）、他のお店もたくさ
んあって便利ですよ」とYさん

お店も近くて便利

「小学校の向こうの大きな公園に歩
いて遊びに行きます」（分譲済含む）

「吹き抜けは明るくて開放的で、やっ
ぱりいいですね」と住んでからも実感

キッチンの吊戸棚がなくて、ワンルームのようにLDKがつながる伸びやかな空
間。「このタイプのオープンなキッチンが希望だったんです」とYさん

「LDKの脇に和室があるのも条件でした。その方が広く見えるし（笑）」。子
ども達のプレイルーム、お昼寝場所と大活躍の和室に集うYさんご一家

昨年夏に入居のYさんご一家。暖かな日差しがたっぷりと降り注ぐ住まいは、タウン内の6ｍ幅道路に面し、通風性・採光性も充分に確保。道路から一段高い位置に建つので、室内からの眺望
も開けて気持ちがいい。2台分のカースペースには、来客の車や子ども達の自転車や三輪車などが余裕で置ける。ホワイトとグレーのコントラストがスッキリとした印象を与えるモダンな外観だ
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●所在地：千葉県白井市根1931-1他
(地番)　●交通：北総線「西白井」駅
より徒歩11分　●価格：2630万円～
3300万円　●建物面積：105.78㎡～
110.95㎡(31.99坪～33.56坪)　●間
取り：4LDK　●土地面積：150.00㎡
～156.13㎡(45.37坪～47.22坪)　●
ほか私道負担：無　●販売戸数：9戸
　●完成時期：2010年3月末予定　●
入居時期：2010年3月末予定　●構
造・工法：木造2階建(軸組工法)　●
施工：(株)AHCアットホームセンター
　●建築確認番号：千建住0904255
号(H21.11.10)他　●土地の権利形
態：所有権　●道路：16m・6m幅ア
スファルト舗装　●建ぺい率：50％
　●容積率：100％　●設備：東京電
力、公営水道、個別浄化槽、都市ガス
　●駐車：カースペース(全戸)　●取
引条件有効期限：2010年3月23日
 
●総戸数：95戸　●開発総面積：191
10.32㎡　●市街化調整区域　●建築
許可理由：開発許可等による分譲地　
●地目：山林、雑種地、(現況宅地)
 
●ホームページアドレス
http://www.athome-center.com
 
●周辺メモ
大山口小学校……………………320m
大山口中学校……………………200m
市立清水口保育園………………890m
英幼稚園…………………………500m
セブン-イレブン…………………50m
マルエイ…………………………310m
マルエツ西白井店………………940m
アクロスモール ………………2400m
イオン鎌ヶ谷ショッピングセンター…
…………………………………2700ｍ
イオンモール千葉ニュータウン 8.5㎞
菊池医院…………………………610m
丘の上内科・整形外科 ………1100m
京葉銀行…………………………840m
中木戸公園………………………600m
七次第一公園……………………740m
さわやかプラザ軽井沢…………930m
川上いちご園 …………………1400m
 
●設備データ
【空間】吹き抜け、床下収納、カースペース、
勝手口、階段下収納
【安全性】TVモニター付インターホン、1・2階
に防犯ガラス、シャッター雨戸、手摺つき階段、
滑らない浴室床、基礎パッキン
【便利】対面式システムキッチン(スライド収納、
スペアストッカー、包丁ラップ収納、コンロ用
キャビネット、静音シンク、リフトダウンウォ
ール)、リモコン式玄関ドア、食器洗乾燥機、三
面鏡式ミラーキャビネット付洗面化粧台
【快適】高効率熱源機エコジョーズ、1・2階に
ウォシュレット、壁断熱パネル入り浴室、浴室
換気暖房乾燥機、床暖房
※全住戸に該当しない項目もあります。

※1　北総線西白井駅からの所要時間　
日中平常時／千葉へ30分（新鎌ヶ谷で東武野田
線、船橋で総武線快速）、柏へ20分（新鎌ヶ谷
で東武野田線）、東京へ40分（京成高砂で京成
本線特急、日暮里で京浜東北線、上野で京浜東
北線快速）、日本橋へ44分（押上で都営浅草線
に乗り入れ）　通勤時／東京へ39分（西白井よ
り北総線特急、京成押上線・都営浅草線に乗り
入れ。浅草橋で総武線、秋葉原で京浜東北線各
停）、日本橋へ35分（京成押上線・都営浅草線
に乗り入れ）

＜売主＞
千葉県知事(6)第9798号　千葉県知事(般-17)第388
17号
(社)千葉県宅地建物取引業協会会員　(社)首都圏不
動産公正取引協議会加盟

株式会社AHCアットホームセンター
八千代本店
〒276-0032　千葉県八千代市八千代台東1-20-18

現地案内会開催
まずは下記へ問い合わせよう
■先着順申込受付中
場所／現地案内会開催日は現地。平日は、
㈱AHCアットホームセンター八千代本店
です。
時間／現地案内会開催日は開催時間中。平
日は、8:30AM～7:00PMです。

■毎週土・日、祝日現地案内会
開催
時間／10：00AM～5：00PM

■お問い合わせ
(株)AHCアットホームセンター八千代本店
営業時間：8：30AM～7：00PM／定休
日：毎週水曜･木曜

�047-485-6636
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安くて新鮮と評判の食品スーパーマ
ルエイへは、徒歩4分の近さで便利

現地案内図。大山口小学校へは徒歩4分、大山口中学校へは徒歩3分で
行ける。カーナビご利用の際は「白井市根1931-1」とご入力ください

大山口小学校へは320m、徒歩4分
の通学距離で両親も安心の近さ

大山口中学校へは200m、徒歩3
分。大山口小学校と隣接している

大山口小学校の近く徒歩8分の中木
戸公園。野球グラウンドもある

車なら約5分（時速40km）で隣の
「新鎌ヶ谷」駅前、イオン鎌ヶ谷シ
ョッピングセンターに行ける。同
駅前にはアクロスモールもあり、
買い物や映画、スポーツクラブな
ど休日、平日問わず楽しめる

車で約5分、大型ショッピングセンターも近い

イオン鎌ヶ谷ショッピングセンター

宅地はもちろ
ん、道路や公
園などトータ
ルにデザイン
され、良好な
住環境が誕生

魅力②大規模メリット

大規模
全
95邸

小・中学校、ス
ーパーが揃っ
て徒歩4分以
内だから生活
に時間的ゆと
りが生まれる

魅力①暮らしやすさ

小･中学校
スーパー
4分

東京へ40分
など都心へ軽
快アクセス。
成田空港へ開
通予定でます
ます便利に

魅力④軽快アクセス

東京へ

40分

通勤・通学の
朝夕の11分
ウォーキング
は健康管理に
も好適な習慣
になりそう

魅力③駅から徒歩

西白井
駅徒歩
11分

■53号棟・4LDK　
価格／2630万円
土地面積／150.00㎡
(45.37坪)　
建物面積／110.95㎡
(33.56坪)
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●ウォークインクロゼットとワイドな
バルコニーを用意。バルコニーは
2部屋から出入りできる
●人気の対面式キッチン、続き間
の和室を採用
●広い洗面室だから、お風呂上
がりの親子の着替えも楽々
●水周りが近く、洗濯しながら調
理など、家事動線がスムーズ

●玄関は吹き抜けで、開放的

浴室は地デジ対応の大型TV付き。
これで好きな番組を見逃さない

食器洗乾燥機内蔵、たっぷり収納で
きるキッチン。勝手口も便利

2階洋室は、夫婦それぞれの衣類が収納できる2つのクロゼット付き。中折
れ扉は左右に移動できるので、隅 ま々で出し入れがしやすい（3点28号棟）

完成予想図　路線バスが通る幹線道路からは1段上がった高台のエリアに、
ゆとりある6ｍ幅タウン内道路、2つのタウン内公園を持つ全95戸が誕生する

第1期（分譲済み）

第2期

広 と々して快適なLDK。対面式のキッチンはLDの家族と会話しながら調理が
できて好評。和室の戸を開けてリビングとつなげると、さらに伸びやか

第1期、第2期以外は建築確認未取得のため、実際に建築確認を受ける場
合のものと多少異なる場合があります。

徒歩ルート
車ルート
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