
 

◆所在地：名取市名取が丘四丁目 11 番 4 の一部◆交通：JR 東北本線「名取」駅までバス 15 分・桜交通なとり

ん号バス「名取が丘４丁目公園前」停まで徒歩３分◆土地面積：187.43 ㎡（56.69 坪）◆建物面積：109.26 ㎡

（33.04 坪）◆地目：宅地◆権利：所有権◆間取り：４LDK＋小屋裏収納◆種類：居宅◆構造：木造スレート葺き２

階建◆建築年月日：令和４年５月完成予定◆建築確認番号：第 R03 確認建築宮城建住 02974 号◆都市計

画：市街化区域◆用途地域：第一種中高層住居地域◆建蔽率：60％◆容積率：200％◆接道道路：南側約 4.5m

公道◆現況：建築中◆駐車場 3 台◆設備：下水道・上水道・東北電力◆引渡し：相談◆取引形態：仲介。 

◆所在地：名取市名取が丘四丁目 11 番 4 の一部◆交通：JR 東北本線「名取」駅までバス 15 分・桜交通なと

りん号バス「名取が丘４丁目公園前」停まで徒歩３分◆土地面積：187.43 ㎡（56.69 坪）◆建物面積：109.26 ㎡

（33.04 坪）◆地目：宅地◆権利：所有権◆間取り：４LDK＋外部物入れ◆種類：居宅◆構造：木造スレート葺き２

階建◆建築年月日：令和４年５月完成予定◆建築確認番号：第 R03 確認建築宮城建住 02975 号◆都市計

画：市街化区域◆用途地域：第一種中高層住居地域◆建蔽率：60％◆容積率：200％◆接道道路：南側約

4.5m公道◆現況：建築中◆駐車場 3台◆設備：下水道・上水道・東北電力◆引渡し：相談◆取引形態：仲介。 

名取が丘 名取が丘 

販売価格 3,390 万円 

１F 

【イメージパース】 

杜和不動産販売株式会社 愛の杜ハウジングプラザ 

【イメージパース】 

１F 

杜和不動産販売株式会社 愛の杜ハウジングプラザ 
宮城県知事（９）第 2995 号（社）宮城県宅地建物取引業保証協会会員  

〒 981-1230 宮城県名取市愛の杜 1 丁目 17 番 1・TEL022-796-5684・担当者直通：090-4883-9933  

 E-mail：goto. t@towa-hudosan.com・ホームページ：http://www.towa-myhome.com 

※図面と現状が異なる場合は現状を優先と致します。 ※図面と現状が異なる場合は現状を優先と致します。 

2F 
2F 

 

返済例 
◆借入金額 3,390 万円 

◆返済期間 35 年（420 回） 

◆変動金利：０．６５％ 

月々の返済 

７９，６１４円 
ボーナス払い（年２回） 

６３，９８１円 

・オール電化住宅 

・陽当たり良好 

・南道路で平坦地 

・LDK18帖＋小屋裏収納 

・中庭と駐車場 3 台付 

・広いバルコニー付 

・令和 4年 5月完成予定 

・オール電化住宅 

・陽当たり良好 

・南道路で平坦地 

・LDK18帖＋収納多数 

・外部物入と駐車場 3台付 

・広いバルコニー付 

・令和 4年 5月完成予定 

 

返済例 
◆借入金額 3,390 万円 

◆返済期間 35 年（420 回） 

◆変動金利：０．６５％ 

月々の返済 

９０，２６５円 
ボーナス払いなし 

０円 

販売価格 3,390 万円 
（税込） （税込） 

4LDK＋ 

小屋裏収納 

4LDK＋ 

外部物入 



 

 

◆所在地：名取市増田 1丁目 11番 1の一部◆交通：JR 東北本線「名取」駅まで徒歩 11分

◆土地面積：71.76 ㎡（21.70坪）◆建物面積：125.29 ㎡（37.90坪）◆地目：宅地◆権利：所有

権◆間取り：３ＬＤＫ＋納戸◆種類：居宅◆構造：木造スレート葺き３階建て◆建築年月日： 

令和４年３月完成予定◆建築確認番号：第 HPA-21-12573-1号◆都市計画：市街化区域◆

用途地域：第一種住居地域◆建蔽率：60％◆容積率：200％◆接道道路：西側 4.6m 公道◆現

況：建築中◆駐車場 2台◆設備：下水道・上水道・東北電力◆引渡し：相談◆取引形態：仲

介。先着順に付き成約の際はご了承下さい。 

◆所在地：名取市増田 1 丁目 11 番 1 の一部◆交通：JR 東北本線「名取」駅まで徒歩 11 分

◆土地面積：71.19 ㎡（21.53 坪）◆建物面積：114.10 ㎡（34.51 坪）◆地目：宅地◆権利：所有

権◆間取り：３ＬＤＫ＋納戸◆種類：居宅◆構造：木造スレート葺き３階建て◆建築年月日：

令和４年３月完成予定◆建築確認番号：第 HPA-21-12500-1 号◆都市計画：市街化区域◆

用途地域：第一種住居地域◆建蔽率：60％◆容積率：200％◆接道道路：西側 4.6m 公道・南

側：４ｍ42 条 2 項道路◆現況：建築中◆駐車場 2 台◆設備：下水道・上水道・東北電力◆

引渡し：相談◆取引形態：仲介。先着順に付き成約の際はご了承下さい。 

増田 1 丁目 

販売価格 2,890 万円 

１F 

【現地写真】 

杜和不動産販売株式会社 愛の杜ハウジングプラザ 

【現地写真】 

※図面と現状が異なる場合は現状を優先と致します。 ※図面と現状が異なる場合は現状を優先と致します。 

２F 

・オール電化住宅 

・増田小学校徒歩 6分 

・屋根付きガレージ付き 

・駅まで徒歩圏内１１分 

・納戸 7帖付 

・2カ所バルコニー付 

・令和 4年 3月完成予定 

 

返済例 
◆借入金額３，８８０万円 

◆返済期間 35年（420回） 

◆変動金利：０．６５％ 

月々の返済 

８６，００４円 
ボーナス払い（年２回） 

１０３，９６９円 

（税込） 

３ＬＤＫ＋納戸 ３ＬＤＫ＋納戸 

◆所在地：名取市愛の杜二丁目 28 番 24◆交通：JR 東北本線「名取」駅までバスで 20 分◆

土地面積：180.11 ㎡（54.48 坪）◆建物面積：㎡（27.55 坪）◆地目：宅地◆権利：所有権◆間

取り：２ＬＤＫ◆種類：居宅◆構造：木造ルーフィング葺き２階建て◆建築年月日：令和４年３

月完成予定◆建築確認番号：第東日本 21-16584 号◆都市計画：市街化区域◆用途地域：

第一種低層住居専用地域◆建蔽率：40％◆容積率：60％◆接道道路：西側 6.0m 公道◆現

況：建築中◆駐車場３台◆設備：下水道・上水道・東北電力◆引渡し：相談◆取引形態：仲

介。先着順に付き成約の際はご了承下さい。 

増田 1 丁目 

販売価格 3,150 万円 
（税込）  

返済例 
◆借入金額 3,150万円 

◆返済期間 35年（420回） 

◆変動金利：０．６５％ 

月々の返済 

８３，８７４円 
ボーナス払いなし 

０円 

愛の杜２丁目 

※図面と現状が異なる場合は現状を優先と致します。 

１F 

２F 

 

返済例 
◆借入金額 2,890万円 

◆返済期間 35年（420回） 

◆変動金利：０．６５％ 

月々の返済 

７６，９５１円 
ボーナス払いなし 

０円 

３F ３F 

・オール電化住宅 

・増田小学校徒歩 6分 

・屋根付きガレージ付き 

・駅まで徒歩圏内１１分 

・南西角地で平坦地 

・2カ所バルコニー付 

・令和 4年 3月完成予定 

【現地写真】 
２ＬＤＫ（間仕切り可能） 

販売価格 3,880 万円 
（税込） 

２F 

１F 

・オール電化住宅 

・温かみがある無垢材の家 

・陽当たり良好 

・リビング階段 

・ＬＤＫ広々スペース 20帖 

・樹脂サッシと Low-eガラス 

・各居室照明器具付 

・南欧風デザインの住宅 

・子供の成長の合わせ 

   間取りを変化出来ます 

・希少性の高い愛の杜の建売 

・令和 4年 3月完成予定 

 新着物件多数店内掲載中！！ 
まずはお気軽にお問合せ下さい。 

ＴＥＬ０２２－７９６－５６８４ 

営業時間９：００～１８：００ 

定休日：毎週水曜日 

 

杜和不動産販売株式会社 

愛の杜ハウジングプラザ 

 

１号棟 ３号棟 


