
※キャンペーン期間と対象 ：平成 30年 1月 4日~平成30年２月 28日までに新築建売物件をご購入のお客様。

※国内最大手企業調査会社による平成２９年１１月１７日に発行した平成２６年から平成２８年１２月決算による県内の不動産代理･仲介業者の売上高実績より。

※年始は１⽉４⽇から営業いたします。

を記念して特別キャンペーンを実施中です！

平成30年１月 ・ ２月に
新築建売物件をご購入された

平成30年１月 ・ ２月に
新築建売物件をご購入された

■弊社キャンペーン内容における訂正とお詫び■

平成３０年１月１日にいわき市内･双葉郡地域にて新聞折り込みを行いました、 弊社

の広告において、 「新築物件ご成約キャンペーン」 の紹介文章に誤った記載がご

ざいました。 「平成３０年１月 ・ ２月に２,０００万円以上の新築建売物件をご購入され

たお客様の中から抽選で合計１１名のお客様に１１万円相当の家電商品券をプレゼン

ト !!」 という記載は誤りで、 正しくは左記 「平成３０年１月 ・ ２月に新築建売物件をご

購入されたお客様 「全員に」 １１万円相当の家電商品券をプレゼント !!」 となります。

本紙をもって訂正させていただきますとともに、 皆様に心よりお詫び申し上げます。

お客様全員にお客様全員に

平成３０年 １月１日　株式会社いわき土地建物
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この広告の作成中に物件が成約 ・条件変更になった場合は、 ご容赦ください。 図面と現状が相違する場合には 「現状」 を優先とさせていただきます。

金山町朝日台

2,280万円

■土地／193.23 ㎡
　　　　（約 58.45 坪）
■建物／96.39 ㎡
　　　　（約 29.15 坪）
●用途地域／第一種住居地域
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／汐見が丘小、植田東中
●駐車／3台可能
●築年／H30.1月完成
●取引／仲介 ●物件№9380

コンビニまで約650m、郵便局まで約650mコンビニまで約650m、郵便局まで約650m

新築
建売
新築
建売

【建物標準設備】

◎キッチン(浄水器一体型水栓･ステンレス製ワークトップ)

◎ユニットバス(換気暖房乾燥機付)◎シャワートイレ(1F2F)

◎シャワードレッサー◎人感センサー付玄関灯･TVモニター付

インターフォン◎全居室ペアガラス◎フラット35S利用可

金山町朝日台

2,380万円

■土地／193.23 ㎡
　　　　（約 58.45 坪）
■建物／100.84 ㎡
　　　　（約 30.50 坪）
●用途地域／第一種住居地域
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／汐見が丘小、植田東中
●駐車／3台可能
●築年／H30.1月完成
●取引／仲介 ●物件№9380

コンビニまで約650m、郵便局まで約650mコンビニまで約650m、郵便局まで約650m

新築
建売
新築
建売

【建物標準設備】

◎キッチン(浄水器一体型水栓･ステンレス製ワークトップ)

◎ユニットバス(換気暖房乾燥機付)◎シャワートイレ(1F2F)

◎シャワードレッサー◎人感センサー付玄関灯･TVモニター付

インターフォン◎全居室ペアガラス◎フラット35S利用可

平下平窪

2,530万円

■土地／191.54 ㎡
　　　　（約 57.94 坪）
■建物／106.81 ㎡
　　　　（約 32.31 坪）
●用途地域／第一種中高層
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／平四小、平一中
●駐車／3台可能
●築年／H29.11月完成
●取引／仲介 ●物件№9312

新築
建売
新築
建売

【建物標準設備】

浴室半身浴ベンチ付ラウンドバス、ウォシュレット、シャンプー

ドレッサー(三面鏡)、24時間換気システム、スライドドア蛇口

浄水機能付キッチン、浴室暖房乾燥機、カラーモニター付イン

ターフォン、Loe-e複層ガラス

オール電化住宅！ 閑静な住宅地ですオール電化住宅！ 閑静な住宅地です

鹿島町久保

2,880万円
■土地／160.21 ㎡

　　　　（約 48.46 坪）

■建物／98.82 ㎡

　　　　（約 29.89 坪）

●用途地域／第二種中高層

●構造／木造サイディング貼2階建

●間取／4LDK

●学区／鹿島小、小名浜一中

●駐車／２~3台可能

●築年／H29.1２月完成

●取引／仲介 ●物件№9354

新築
建売
新築
建売

オール電化住宅！ オール電化住宅！ 

商業施設徒歩圏内、生活便利な立地です！
コンビニまで約300m、ダイユーエイトまで約550m
エブリアまで約900m、かしま病院まで約1.2Km
小学校まで約1.5Km、中学校まで約3.5Km

南台１丁目

1,580万円

■土地／264.56 ㎡
　　　　（約 80.02 坪）
■建物／142.84 ㎡
　　　　（約 43.20 坪）
●用途地域／第一種低層扱い
●構造／木造瓦葺2階建
●間取／4LDK
●学区／菊田小、植田中
●駐車／2台可能
●築年／H8.1月完成
●取引／専属 ●物件№9388

売家

コンビニまで約650m、マルトまで約5.6Km
ベニマルまで約6.3Km、勿来ICまで約4.9Km
小学校まで約3.9Km、中学校まで約5.8Km

お家賃並みの支払いで、庭付きのマイホームお家賃並みの支払いで、庭付きのマイホーム

小名浜諏訪町

1,980万円

■土地／399.99 ㎡（約 120.99 坪）
■建物／118.15 ㎡（約 35.73 坪）
●用途地域／第一種住居地域
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●間取／4LDK
●学区／小名浜東小、小名浜二中
●駐車／2台可能
●築年／S45.2月完成
●取引／専属 ●物件№8829

売家

★平成20年リフォーム済箇所★
○玄関戸、勝手口戸、網戸、洗面台一式、石油給湯器付風呂釜
エアコン2台、外壁塗装、お風呂場換気乾燥機、キッチン交換済
●洗濯機置き場、キッチン地下収納
和式水洗トイレから洋式水洗トイレに新設！(ウォシュレット付)

とても綺麗に手入れされたお庭です。とても綺麗に手入れされたお庭です。

コンビニまで約800m
小学校まで約270m、中学校まで約300m

中央台鹿島

2,698万円

■土地／260.47 ㎡
　　　　（約 78.79 坪）
■建物／125.86 ㎡
　　　　（約 38.07 坪）
●用途地域／第一種低層専用
●構造／木造瓦葺2階建
●間取／4SLDK
●学区／中央台南小、中央台南中
●駐車／2台可能
●築年／H10.3月完成
●取引／専任 ●物件№9390

売家

コンビニまで約650m、ドンキホーテまで約2.2Km
小学校まで約550m、中学校まで約280m

東南角地、日当り良。オール電化。東南角地、日当り良。オール電化。

平字鎌田町

3,980万円

■土地／539.88 ㎡
　　　　（約 163.31 坪）
■建物／150.29 ㎡
　　　　（約 45.46 坪）
●用途地域／商業地域
●構造／木造瓦葺2階建
●間取／6SLDK
●学区／平三小、平二中
●駐車／5台以上可能
●築年／H3.11月完成
●取引／専属 ●物件№9366

売家

コンビニまで約550ｍ、ヨーカドーまで約800ｍ
いわき駅まで約1.5Km、小学校まで約1.0Km

南面道路。広々敷地。日当り良。南面道路。広々敷地。日当り良。

平字堂根町

3,980万円

■専有／80.32  ㎡
■バルコニー／33.30 ㎡
●構造／鉄筋コンクリート造
　　　　15階建8階部分
●間取／3SLDK
●学区／平一小、平一中
●駐車／継承無し
●築年／H28.7月完成
●取引／専属 ●物件№9385
●管理費：月額 7,630円
●修繕積立金：月額 14,604円

売マン
ション
売マン
ション

駅徒歩圏内。東南角部屋。日当り・眺望良。駅徒歩圏内。東南角部屋。日当り・眺望良。

【共用部分】エレベーター、TV共聴アンテナ(衛星付)
オートロックシステム　【専用部分】Lバルコニー、TV受
信端子各室設置、1618大型バスルーム

平赤井字大根内

1,530万円
■土地：315.00 ㎡（約 95.28 坪）
●坪単価\160,579. ●地目／登記簿：畑、現況：宅地
●用途地域／第一種住居地域 ●建ぺい率／60%
●容積率／200%  ●取引／専属媒介 ●物件№9305

売地

※２項道路、要セットバック※建築時届出必要※農地転用届出費用売主負担

郷ケ丘２丁目

1,800万円
■土地：340.06 ㎡（約 102.86 坪）
●坪単価／\174,995. ●地目／登記簿：宅地、現況：宅地
●用途地域／第一種住居地域 ●建ぺい率／50%
●容積率／80%  ●取引／専属媒介 ●物件№9296
広々敷地、日当り良。病院まで約150m、マルトまで約1.5Km

売地

※国内最大手企業調査会社による平成２９年１１月１７日に発行した平成２６年
から平成２８年１２月決算による県内の不動産代理･仲介業者の売上高実績より。福島県内売上高３年連続No.1

石森１丁目

1,950万円
■土地：315.56 ㎡（約 95.45 坪）
●坪単価／\204.295. ●地目／登記簿：宅地、現況：宅地
●調整区域　 ●建ぺい率／40% ●容積率／60%
●取引／専属媒介 ●物件№9296 ※建築協定あり
南面道路。日当り良好。小学校まで約2.3Km、中学校まで約2.5Km

売地

※年始は 1⽉４⽇から営業

平中平窪

2,880万円

■土地／149.64 ㎡
　　　　（約 45.26 坪）
■建物／104.33 ㎡
　　　　（約 31.55 坪）
●用途地域／第一種中高層
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／平四小、平一中
●駐車／3台可能
●築年／H30.4月完成
●取引／仲介 ●物件№9397

新築
建売
新築
建売

【建物標準設備】

◎スマートコントロールキー ◎高断熱型LOW－E複層ガラス

◎断熱ドア採用 ◎エコジョーズ(潜熱回収型給湯器)採用

◎浴室換気乾燥暖房機

コンビニまで約550m、駐車スペース３台可！コンビニまで約550m、駐車スペース３台可！

平下神谷

2,880万円

■土地／162.58 ㎡
　　　　（約 49.18 坪）
■建物／98.82 ㎡
　　　　（約 29.89 坪）
●用途地域／第一種住居地域
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／草野小、草野中
●駐車／3台可能
●築年／H29.12月完成
●取引／仲介 ●物件№9227

新築
建売
新築
建売

建物標準設備】

◎キッチン(浄水器一体型水栓･ステンレス製ワークトップ)

◎ユニットバス(換気暖房乾燥機付)◎シャワートイレ(1F2F)

◎シャワードレッサー◎人感センサー付玄関灯･TVモニター付

インターフォン◎全居室ペアガラス、玄関カードキー

コンビニまで約180m、駐車スペース３台可！コンビニまで約180m、駐車スペース３台可！

小名浜岡小名

2,880万円
■土地／176.29 ㎡
　　　　（約 53.32 坪）
■建物／102.06 ㎡
　　　　（約 30.87 坪）
●用途地域／第一種住居地域
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／小名浜一小、小名浜二中
●駐車／2台～3台可能
●築年／H29.12月完成
●取引／仲介 ●物件№9334

新築
建売
新築
建売

ツルハまで約350m、マルトまで約500m
郵便局まで約650m、コンビニまで約700m
カインズまで約750m、小学校まで約800m
中学校まで約1.0Km

小名浜岡小名

2,880万円
■土地／192.02 ㎡
　　　　（約 58.08 坪）
■建物／98.01 ㎡
　　　　（約 29.64 坪）
●用途地域／第一種住居地域
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／小名浜一小、小名浜二中
●駐車／2台～3台可能
●築年／H29.12月完成
●取引／仲介 ●物件№9334

新築
建売
新築
建売

ツルハまで約350m、マルトまで約500m
郵便局まで約650m、コンビニまで約700m
カインズまで約750m、小学校まで約800m
中学校まで約1.0Km

平下平窪

3,030万円

■土地／161.82 ㎡
　　　　（約 48.95 坪）
■建物／105.99 ㎡
　　　　（約 32.06 坪）
●用途地域／第一種中高層
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／平四小、平一中
●駐車／3台可能
●築年／H29.11月完成
●取引／仲介 ●物件№9312

新築
建売
新築
建売

【建物標準設備】

浴室半身浴ベンチ付ラウンドバス、ウォシュレット、シャンプー

ドレッサー(三面鏡)、24時間換気システム、スライドドア蛇口

浄水機能付キッチン、浴室暖房乾燥機、カラーモニター付イン

ターフォン、Loe-e複層ガラス

オール電化住宅！ 閑静な住宅地ですオール電化住宅！ 閑静な住宅地です

平下平窪

2,930万円

■土地／161.82 ㎡
　　　　（約 48.95 坪）
■建物／105.99 ㎡
　　　　（約 32.06 坪）
●用途地域／第一種中高層
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／平四小、平一中
●駐車／3台可能
●築年／H29.11月完成
●取引／仲介 ●物件№9312

新築
建売
新築
建売

【建物標準設備】

浴室半身浴ベンチ付ラウンドバス、ウォシュレット、シャンプー

ドレッサー(三面鏡)、24時間換気システム、スライドドア蛇口

浄水機能付キッチン、浴室暖房乾燥機、カラーモニター付イン

ターフォン、Loe-e複層ガラス

オール電化住宅！ 閑静な住宅地ですオール電化住宅！ 閑静な住宅地です

泉ヶ丘２丁目

3,180万円

■土地／208.10 ㎡（約 62.95 坪）
■建物／110.96 ㎡（約 33.56 坪）
●用途地域／第一種低層住居専用
●構造／木造サイディング貼2階建
●間取／4LDK
●学区／泉北小、泉中
●駐車／２～３台可能
●築年／H30.3月完成
●取引／仲介 ●物件№9379

新築
建売
新築
建売

【建物標準設備】

○スマートコントロールキー○高断熱型LOW-E複層ガラス

○断熱ドア採用○エコジョーズ(潜熱回収型給湯器)採用

○浴室換気乾燥暖房機

角地、日当り良好。収納スペースたっぷり!!角地、日当り良好。収納スペースたっぷり!!

コンビニまで約850m
泉駅北口まで約1.0Km
コンビニまで約850m
泉駅北口まで約1.0Km

勿来町酒井

810万円

■土地／330.90 ㎡
　　　　（約 100.09 坪）
■建物／119.82 ㎡
　　　　（約 36.24 坪）
●用途地域／工業地域
●構造／木造スレート葺2階建
●間取／6DK
●学区／勿来一小、勿来一中
●駐車／6台可能
●築年／Ｓ50.5月完成
●取引／専属 ●物件№9399

売家

コンビニまで約450m、東邦銀行まで約1.2Km
なこそ病院まで約1.6Km、マルトまで約1.8Km
小学校まで約1.3Km、中学校まで約1.5Km

広々敷地、日当り良好。 水廻りリフォーム済！広々敷地、日当り良好。 水廻りリフォーム済！

双葉郡広野町

1,380万円

■土地／263.08 ㎡
　　　　（約 79.58 坪）
■建物／130.67 ㎡
　　　　（約 39.52 坪）
●用途地域／用途指定なし
●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ
　　　　鋼板葺2階建
●間取／4LDK
●駐車／3台可能
●築年／Ｓ60.12月完成
●取引／専属
●物件№9416

売家

利便性の良い所。セキスイハイム施工。利便性の良い所。セキスイハイム施工。

内郷高野町

1,430万円

■土地／200.96 ㎡
               （約 60.79 坪）
■建物／100.25 ㎡
　　　　（約 30.32 坪）
●用途地域／区域外
●構造／木造スレート葺2階建
●間取／4LDK
●学区／高野小、内郷三中
●駐車／3台可能
●築年／H12.8月完成
●取引／専属 ●物件№9401

売家

小学校まで約1.0Km

収納たっぷり、日当り良！収納たっぷり、日当り良！

双葉郡富岡町

1,100万円

■土地／1648.82 ㎡
　　　　（約 498.76 坪）
■建物／152.16 ㎡
　　　　（約 46.01 坪）
●用途地域／第一種低層扱い
●構造／木造瓦葺2階建
●間取／4LDK
●駐車／2台可能
●築年／H8.1月完成
●取引／専属 ●物件№9415
※和室に畳はありません。

売家

平成19年外壁・屋根リフォーム済

静かなところ、日当り良！ ミサワホーム施工!静かなところ、日当り良！ ミサワホーム施工!

郷ケ丘４丁目

2,380万円

■土地／283.88 ㎡
　　　　（約 85.87 坪）
■建物／131.14 ㎡
　　　　（約 39.66 坪）
●用途地域／第一種低層専用
●構造／木造コロニアル葺2階建
●間取／3SLDK
●学区／郷ケ丘小、中央台北中
●駐車／2～３台可能
●築年／H9.8月完成
●取引／専属 ●物件№8873

売家

閑静な住宅地。日当り、利便性良。閑静な住宅地。日当り、利便性良。

コンビニまで約1.0km
マルトまで約1.2km　
小学校まで約600m
中学校まで約1.0km

会社の変革を情熱を持ってできる野武士のような人大歓迎!!
国内最大手企業調査会社による平成２９年１１月１７日に発行した平成２６年から平成２８年１２月決算による
県内の不動産代理 ・ 仲介業者の売上高実績より福島県内で３年連続売上高№１となりました。
創業３４年目となる当社は、今後は東北№１を目指し業務拡大の為、大募集致します。

応募
電話連絡の上、履歴書をご持参ください。

求
人

面接時に交通費5,000 円支給 奨学金制度あり
※詳細はお問い合わせください。

ひろのてらすまで約５０0m

支給します。

正社員採用時
支度金として

10万
円

職種①②④　▶普通免許。未経験者歓迎。パソコン入力程度できる方。【資格】

職種①②③　▶社会保険完備。賞与年２回。社員旅行あり。

職種①②③   ▶交通費支給。有給休暇・慶弔休暇・産前産後休暇あり。
【待遇】

【時間】
職種①②③　▶９:００～１８:００【休日】週休２日制

職種④⑤⑥　　▶勤務日数及び勤務時間他、委細応談

固定給

万円23売買営業 回2年 支給済み年 万円1,971 10名

給与 賞与 過去の年間支給実績職種 採用人数

建築エンジニア 回2年 支給済み年 万円1,139
固定給

万円5023~ １ 名

時給

円
勤務曜日や時間は相談に応じます。
週４日２０時間程度の事務業務です。1,000一般事務（扶養範囲）

調査員（扶養範囲） 20名
時給

円2,000看板営業
支給済み年 万円251ー 10名※時間は１時間からでもＯＫ

例＞１回２枚ずつ各１,０００枚を月に２回撒いた場合
１枚目５.５円＋２枚目２円＝７.５円 ×１,０００枚

＝７,５００円 ×２回＝１５,０００円

1 枚目

円５.5
チラシ配布
スタッフ

２枚目

円２ 30名

①

②

③

④

⑤

⑥

固定給

万円16システム 回2年 支給済み年 万円687 １ 名


