
暮らす人を考えたリノベマンションブランド
内装中でも安心・納得して頂く為、内装中内覧の充実のサポートサービスをご用意

淡い木目が織り成す
優雅なデザイン。 4,280 4LDK 84.39物件番号

2633 ニューウェルテラス宮前平Ｃ棟711号室

仕入れ・企画・検査・施工・アフターサービスまで
一貫体制だから自信を持って安心を提供しています。

グループ一貫体制による施工検査

新規はもちろん既存の、給・排水・ガス管も
中古業界で初めての10年間の長期保証を実現。

長期10年アフターサービス保証

グループ内に設置。お客様がダイレクトに相談出来る
から万が一の不安もすばやく解消できます。

　　ARISE専用カスタマー相談室

近隣完成参考物件をご覧ください！ ショールームにてご説明致します！

AR I SE
アニメーション

アナウンス後に    　と　　で
オペレーターにつながります

9 #株式
会社エフステージ
■東京都知事（4）第80748号　■首都圏不動産公正取引協議会加盟　■（社）東京都宅地建物取引業協会会員　■（社）リノベーション住宅推進協議会会員
【住所】〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル3階（受付）・7階（オフィス） 【FAX】03-3818-2633 【営業時間】10：00～19：00 【定休日】第一火曜日 / 毎週水曜日

本店 050-3188-8563
物件名の横にある【４ケタの物件番号】で状況確認できます！

担当者

取引形態

手数料

■最終取引時の司法書士は当社指定となります。  ■現況と図面が異なる場合は現況優先となります。 

工事中
成約率

4040約

物件
概要

■所在地 川崎市宮前区宮前平1-9-27
■交通 田園都市線「宮前平」駅徒歩3分
 田園都市線「宮崎台」駅徒歩8分
■バルコニー 10.05㎡
■構造・規模 RC造10階建7階部分
■築年月 昭和58年11月

■総戸数 44戸
■土地権利 所有権
■用途地域 第一種住居
■管理費 13,900円
■修繕積立金 15,160円
■管理会社 日本ハウズイング㈱
■管理形態 全部委託

■管理人 通勤
■施工会社 新井建設㈱
■現況/引渡 空室/即時
■事務所利用 不可
■ペット飼育 不可
■駐車場 空きなし：月額17,510円
■ネット設備 NTT/イッツコム

完成３Dイメージパース QR

新規内装リノベマンション新規内装リノベマンション

谷口（たにぐち）

■キッチン LIXIL AS ARISEオリジナル（アイランド型 / 2435 / 食洗機）
■浴室 LIXIL リノビオ（1418 / 浴乾機）
■洗面 LIXIL 洗面化粧台XV（900）
■トイレ LIXIL シャワートイレEX
■床 大建 マイフロアーシリーズ
■建具 大建 マイセレクション
■照明 大光電機 LEDシリーズ
■その他 給水 / 給湯 / 追焚管新規（専有部）/給湯器（追焚機能）
 システム収納/全クロス張替え /アクセントクロス
 ハウスクリーニング

Planner 大河内

株式
会社リノステージ
■東京都知事（1）第101393号　■（公社）全国宅地建物取引業保証協会会員　■（社）リノベーション住宅推進協議会会員
【住所】〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-25  小石川大国ビル3階・7階 【営業時間】10：00～19：00 【定休日】 第一・第三火曜日・毎週水曜日・GW・夏期・年末年始

不動産部 0120-123970 FAX
03-3830-0948 ARISEは、リノステージ企画・施工の

リノベマンションブランドです
　　　　　　　　　　　　　

取引
形態

媒介

設備紹介はこちら

平成30年11月09日

内装工事完了予定日

現場状況・施工上の都合により、
仕様変更・内装工事完了日延期

および内装工事完了後に手直し工
事が入る場合がございます

眺 望

いなげや川崎宮前平駅前・・・・・・・・・・・・約 270m( 徒歩 3分 )
成城石井宮前平店・・・・・・・・・・・・・・・・・約 400m( 徒歩 5分 )
ロイヤルホームセンター宮前平店・・・・・・約 500m(徒歩 6分 )
MEGAドンキ・ホーテ東名川崎店・・・・・約 700m( 徒歩 9分 )

市立宮前平小学校・・・・・・・・・・・・・・・約 750m( 徒歩 10 分 )
市立宮前中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・約 750m( 徒歩 10 分 )

宮前平温泉 湯けむりの庄

アフターサービス
ゆとりの約84㎡・4ＬＤＫ

東・南角部屋で
各居室に陽が
差し込みます

開放的な
アイランド
キッチン！

「二子玉川」・「たまプラーザ」のショッピングエリアも
電車で10分圏内！休日のお買いものも楽しめます♪

最長10年付き

約 19.2 帖の
明るいＬＤＫ

広々とした

約 600m( 徒歩 8分 )

24 時間
営　業

小学校
中学校

平成27年3月
平成25年3月管理体制

良好！
大規模修繕工事実施
エレベーターリニューアル工事済

｢宮前平｣駅からは､再開発で大きな進化を遂げつつある
｢渋谷｣とビジネス街｢大手町｣エリアへ直通

東・南向き角部屋＆眺望良好！

様々な温泉や露天風呂、６種類もの岩盤浴が
あり、1日のんびり過ごせる人気の温泉施設です。

2つの公園に隣接！

お子様のいる
　　ご家庭に嬉しい

宮
前
平

新宿

渋谷

二子玉川 表参道 永田町 大手町

山手線 半蔵門線田園都市線

南武線

京浜東北線
東急東横線

横浜 川崎
品川

たま
プラーザあざみ野

ブ
ル
ー

ラ
イ
ン

４ 5 9 18 21

24

272129

26 35
溝の口

大井町線

日々の生活に便利なスーパー・ホームセンター・100円ショップ等あり！日々の生活に便利なスーパー・ホームセンター・100円ショップ等あり！

いなげや川崎宮前平駅前・・・・・・・・・・・・約 270m( 徒歩 3分 )
成城石井宮前平店・・・・・・・・・・・・・・・・・約 400m( 徒歩 5分 )
ロイヤルホームセンター宮前平店・・・・・・約 500m(徒歩 6分 )
MEGAドンキ・ホーテ東名川崎店・・・・・約 700m( 徒歩 9分 )

川崎市立宮前平小学校・・・・・・・・・・・・約 550m( 徒歩 7分 )
川崎市立宮前平中学校・・・・・・・・・・・・約 750m( 徒歩 9分 )

24 時間
営　業

小学校
中学校

宮前平温泉 湯けむりの庄
約 600m( 徒歩 8分 )

様々な温泉や露天風呂、６種類もの岩盤浴が
あり、1日のんびり過ごせる人気の温泉施設です。

日々の生活に便利なスーパー・ホームセンター・100円ショップ等あり！日々の生活に便利なスーパー・ホームセンター・100円ショップ等あり！

通勤通学
便利！


