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0120-964-520
イエタン幕張 検索

〒261-0013 千葉市美浜区打瀬2-4（パティオス1番街1F）
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万円海浜幕張
パティオス17番街

ネットNo.FS21667

◆家具の配置がしやすい
   アウトフレーム設計
◆平面駐車場100％完備
   （RV車も駐車可能）

■所在／千葉市美浜区打瀬2丁目
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩14分 
■専有／76.36㎡（23.09坪）■バルコニー／38.58㎡
■構造／ＲＣ造7階建3階部分■間取／4ＬＤＫ■建築／1997年2月
■管理員／日勤■管理費／月額13,000円■修繕積立金／月額5,710円
※普通賃借権（借地料／月額12,038円、借地期限／2027年3月まで）〈媒介〉

01
マンション

2,630JR京葉線

◆両面バルコニーの
   開放感溢れる4ＬＤＫ
◆プライバシーにも
   配慮されています

万円海浜幕張
ＴＨＥ幕張ＢＡＹＦＲＯＮＴ ＴＯＷＥＲ＆ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ

ネットNo.FS21626

◆2015年5月築
◆3LDK＋WIC＋SIC
◆北東と南東向きの角部屋
◆自走式駐車場100％完備

07
マンション

4,080JR京葉線

◆ワイドスパンの開放的な間取り
◆建物の揺れを低減する制震構造

■所在／千葉市美浜区打瀬3丁目  
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩21分 
■専有／93.78㎡（28.36坪）
■バルコニー／21.15㎡
■構造／ＲＣ造31階建2階部分
■間取／3LDK+WIC+SIC■建築／2015年5月
■管理員／日勤■管理費／月額22,510円
■修繕積立金／月額9,380円
※普通賃借権（借地料／月額11,100円、
　借地期限／2045年9月まで）  〈媒介〉

稲毛海岸
千葉市美浜区高浜１丁目

ネットNo.FQ79741

◆2014年11月建築
◆4LDK ◆木造2階建
◆約17帖の広 と々したLDK
◆居室はすべて6帖以上
◆各居室に収納を設置
◆キッチンに洗面所を
   隣接し家事動線良好

■所在／千葉市美浜区高浜1丁目 
■交通／JR京葉線「稲毛海岸」駅徒歩19分 
■土地／120.12㎡（36.33坪）
■建物／110.95㎡（33.56坪）
■間取／4ＬＤＫ■構造／木造2階建■建築／2014年11月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水
※ゴミ置場持分有り3.01㎡の内1/12〈媒介〉
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一戸建

万円3,390JR京葉線

1F
2F

万円検見川浜
千葉市美浜区磯辺４丁目

ネットNo.FQ58047

6,490JR京葉線

■所在／千葉市美浜区磯辺4丁目
■交通／JR京葉線「検見川浜」駅徒歩10分
■土地／199.71㎡（60.41坪）
■建物／126.37㎡（38.22坪）
■間取／3ＬＤＫ+WIC
■構造／軽量鉄骨造2階建■建築／2014年3月
■設備／オール電化・公営水道・本下水〈媒介〉

◆2014年3月建築
◆大和ハウス工業㈱施工
◆土地：約60坪、建物：約38坪
◆太陽光発電、蓄電池設置

◆オール電化住宅 ◆3LDKから4LDKに変更可
◆長期優良住宅認定、設計性能評価書取得

16
一戸建

万円海浜幕張
グランパティオス公園東の街 2番館

ネットNo.FR20388

◆両面バルコニーにつき、
   陽当り・通風良好
◆床の段差をなくした
   フルフラットフロア設計
◆四季折々の
   中庭を望みます！
◆二重床・二重天井 
◆浴室換気乾燥機付
◆ペット飼育可（細則有）

■所在／千葉市美浜区打瀬2丁目
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩8分
■専有／75.20㎡（22.74坪）■バルコニー／16.64㎡
■構造／ＲＣ造14階建3階部分
■間取／3ＬＤＫ+WIC■建築／1999年7月■管理員／日勤
■管理費／月額11,500円■修繕積立金／月額17,670円
※普通賃借権（借地料／月額11,708円、借地期限／2029年8月まで）〈媒介〉

04
マンション

3,190JR京葉線3,080万円

パティオス・アバンセＶ棟

ネットNo.FR70644

■所在／千葉市美浜区打瀬1丁目
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩16分、
           「検見川浜」駅徒歩13分
■専有／83.58㎡（25.28坪）■バルコニー／14.20㎡
■構造／ＲＣ造22階建12階部分■間取／３LDK＋納戸＋2WIC
■建築／2004年2月■管理員／日勤■管理費／月額11,700円
■修繕積立金／月額13,710円■インターネット使用料／月額844円
※普通賃借権（借地料／月額8,779円、借地期限／2034年3月まで）〈媒介〉

JR京葉線海浜幕張

◆見晴らしの良いV棟12階
◆前面に広がる花見川緑地
◆２つのWICと納戸を設け
　収納豊富な間取り
◆地震の揺れを和らげる
　免震構造マンション
◆全居室6帖以上

03
マンション

3,970万円JR京葉線海浜幕張
グランパティオス公園東の街 1番館

ネットNo.FR20455

■所在／千葉市美浜区打瀬2丁目■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩8分
■専有／87.25㎡（26.39坪）■バルコニー／12.51㎡
■サービスバルコニー／6.91㎡■構造／ＲＣ造14階建11階部分
■間取／3ＬＤＫ+WIC+納戸■建築／1999年7月■管理員／日勤
■管理費／月額13,200円■修繕積立金／月額18,510円
※普通賃借権（借地料／月額13,586円、借地期限／2029年8月まで）〈媒介〉

◆前面棟のない南東向き11階
　陽当り・眺望良好
◆南東面に
　リビングダイニング（15.4帖）
◆開放感がある
　両面バルコニー
◆ＬＤ（15.4帖）
　洋室（８帖）に床暖房
◆お掃除のしやすい
　全居室フローリング

05
マンション

万円海浜幕張
セントラルパーク・ウエストシータワー

ネットNo.FR83018

◆幕張ベイタウン唯一の
   所有権マンション
◆3LDK＋WIC＋ミセステラス
◆13階角住戸
◆家事動線良好な2WAYタイプ
◆角部屋ならではの
   約18mL字型バルコニー
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マンション

4,200JR京葉線

■所在／千葉市美浜区打瀬1丁目 
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩8分 
■専有／89.19㎡（26.97坪）
■バルコニー／24.82㎡■構造／ＲＣ造32階建13階部分
■間取／3LDK+WIC+ミセステラス■建築／2001年2月
■管理員／日勤■管理費／月額14,900円
■修繕積立金／月額12,530円
■トランクルーム使用料／月額500円〈媒介〉

◎リフォーム履歴
（2018年2月コンロ交換、
2016年8月給湯器交換、
2013年2月ウォシュレット交換）

万円海浜幕張
セントラルパーク・イースト G棟

ネットNo.FI54555

■所在／千葉市美浜区打瀬1丁目 
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩8分 
■専有／97.46㎡（29.48坪）■バルコニー／18.87㎡
■構造／ＲＣ造13階建4階部分■間取／3LDK+納戸■建築／2001年5月
■管理員／日勤■管理費／月額13,000円■修繕積立金／月額10,880円
※普通賃借権（借地料／月額10,022円、借地期限／2033年3月まで）〈媒介〉

06
マンション

3,980JR京葉線

◆4階東南向き
◆キッチン横にミセスカウンター
◆陽当たりのよい
   ブライトダイニング
◆ゆとりの全室6帖以上
◆納戸約0.6帖有 
◆浴室1620サイズ

万円海浜幕張
パティオス５番街

ネットNo.FS91699

◆南東向き◆角部屋◆3LDK

■所在／千葉市美浜区打瀬2丁目 
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩12分 
■専有／92.75㎡（28.05坪）■バルコニー／11.76㎡
■構造／ＲＣ造6階建4階部分■間取／3ＬＤＫ■建築／1995年1月
■管理員／日勤■管理費／月額17,200円■修繕積立金／月額19,850円
※普通賃借権（借地料／月額15,848円、借地期限／2025年2月まで）〈媒介〉

02
マンション

2,880JR京葉線

◆前面棟無し！ 陽当り良好
◆リビングダイニングは、
   コーナーサッシを採用した
   明るい空間
◆前面はコア駐車場の為、
   開放的な眺望が広がります

1F 2F

検見川浜
千葉市美浜区真砂５丁目

ネットNo.FS44221

◆2010年2月築
◆軽量鉄骨造2階建

◆大和ハウス施工の
   注文住宅
◆オール電化住宅
   （太陽光発電付）
◆3LDK＋畳スペース
   （約12.5帖）
◆駐車スペース2台可能

■所在／千葉市美浜区真砂5丁目  
■交通／JR京葉線「検見川浜」駅徒歩13分 
■土地／233.61㎡（70.66坪）
■建物／141.66㎡（42.85坪）
■間取／3ＬＤＫ+畳スペース（12.5帖）
■構造／軽量鉄骨造2階建 ■建築／2010年2月
■設備／オール電化・公営水道・本下水〈媒介〉
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一戸建

万円6,390JR京葉線

1F

2F

万円海浜幕張
セントラルパーク・ウエストシータワー

ネットNo.FS91719

◆３LDK＋WIC+
　モーニングテラス（約３．２帖）
◆南東角部屋ならではの
　約１７mのL字型バルコニー
◆約１４．６帖の明るいLDから
　南は中庭を東はケヤキ並木を
　見渡せます
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マンション

4,380JR京葉線

■所在／千葉市美浜区打瀬1丁目 
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩8分 
■専有／88.14㎡（26.66坪）
■バルコニー／25.73㎡■間取／3LDK+WIC+モーニングテラス
■建築／2001年2月■管理員／日勤■管理費／月額14,800円
■修繕積立金／月額12,430円
■トランクルーム使用料／月額300円
〈媒介〉

◎リフォーム履歴
（2013年12月ガス給湯器交換
［塩害塗装済］・床暖房コントロ
ーラー交換、他）

万円海浜幕張
ブエナテラーサ B棟

ネットNo.FS53524

■所在／千葉市美浜区打瀬3丁目 
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩10分 
■専有／90.64㎡（27.41坪）■テラスバルコニー／34.52㎡
■構造／ＲＣ造14階建2階部分■間取／3ＬＤＫ+納戸+WIC
■建築／2007年1月■管理員／日勤■管理費／月額12,700円
■修繕積立金／月額11,540円■サイクルポート使用料／月額400円
※普通賃借権（借地料／月額10,801円、借地期限／203７年3月16日まで）〈媒介〉
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マンション

4,480JR京葉線

◆階下に住戸のない２階
◆浴室と洗面室はバルコニー
　への動線を設けた２WAY
◆洋室約８．４帖と約５．５帖の間に
　ウォークスルークローゼット
◆自走式駐車場１００％完備

4,490万円JR京葉線海浜幕張
ファーストウイング Ａ棟

ネットNo.FT26932

■所在／千葉市美浜区打瀬１丁目■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩11分
■専有／104.50㎡（31.61坪）■バルコニー／28.58㎡■構造／ＲＣ造14階建5階
部分■間取／2LDK＋ファミリールーム＋ファミリークローク＋WIC＋SIC■建築／
2005年1月■管理員／日勤■管理費／月額19,810円■修繕積立金／月額
8,580円※普通賃借権（借地料／月額11,471円、借地期限／2035年3月まで）
〈媒介〉

◆2LDK＋ファミリールーム＋
　ファミリークローク＋WIC＋SIC
◆全居室が
　バルコニーに面した
　開放感溢れる角部屋
◆２面バルコニー
　陽当り・通風良好
◆総戸数４１０戸の
　ビッグコミュニティー
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マンション

2F

万円検見川浜
千葉市美浜区磯辺３丁目

ネットNo.FT26973

5,280JR京葉線

■所在／千葉市美浜区磯辺３丁目
■交通／JR京葉線「検見川浜」駅徒歩18分
■土地／232.25㎡（70.25坪）■建物／172.24㎡（52.10坪）
■間取／4ＬＤＫ+3納戸
■構造／軽量鉄骨造2階建■建築／2002年6月
■設備／都市ガス・公営水道・本下水
※液状化対策負担金、土地１㎡あたり４６７円〈媒介〉

◆サンヨーホームズ施工
　軽量鉄骨造、４LDK＋３納戸
◆北東約５．９m×南西約２０．９m
　の開放感ある両面道路

14
一戸建

1F

◎2019年5月、フルリノベーション完了予定
（キッチン、ユニットバス、洗面台、トイレ交換、外構工事全般、他）

4,190万円JR京葉線海浜幕張
パティオス１９番街 1号棟

ネットNo.FT58280

■所在／千葉市美浜区打瀬2丁目
■交通／JR京葉線「海浜幕張」駅徒歩18分 
■専有／92.36㎡（27.93坪）■バルコニー／16.52㎡
■構造／ＲＣ造6階建5階部分■間取／3ＬＤＫ+WIC+SIC■建築／2010年1月
■管理員／日勤■管理費／月額15,863円■修繕積立金／月額13,000円
※普通賃借権（借地料／月額16,216円、借地期限／2040年3月まで）〈媒介〉

◆2010年1月築
◆専有面積92.36㎡の
　3ＬＤＫ+WIC+SIC
◆カウンターキッチン
◆シューズイン
　クローゼット付

08
マンション


