
お客様安心5

住まいに関すること、何でもお気軽にご相談下さい！

白土工務店がお客様にとっての最適な提案をいたします！

頭金が払えない、
世帯年収も低くて
マイホームは
夢のまた夢。

■他にもローンが
マイカーなど他にも
ローンがあるので
資金の借入れが
難しいのでは…。

■土地がない
土地から探さなけ
ればならなくて、
どうしたらいいか
わからない。

■住宅ローンが組めるか心配
マイホームを持ちた
いけど、今の世帯
年収でローンが
組めるのか不安。

■自己資金がゼロ
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オール構造ムク材
長持ち100年住宅

3
迅速プロアフター
安心住宅

5
高品質
×

低価格

4
トコトン打ち合わせ

＆
自由設計対応

柱オール4寸
耐震住宅

1

こどもがよろこぶムクの家
踏みしめる天然木の優しさ。

夏は涼しく、冬は暖かい室内環境。

ママが笑顔になれる快適動線。

そして心豊かになれるゆとりある空間。

おうち時間が一番幸せ！

そう思えるやすらぎに満ちた

住まいをお届けします。

初回のご相談から建築プランのお打合せ、そして完成後の
アフタフォローまでしっかりサポート！安心が末永く続きます。

が 白土工務店株式
会社

許可番号：茨城県知事許可（特-28）第536号　宅地建物取引業免許：茨城県知事（7）第3967号

本　社 〒316-0003 茨城県日立市多賀町5-8-13

TEL.029-240-0711
http://www.shiratokomuten.co.jp/ 検 索白土工務店

創業60年の信頼と実績 水戸営業所 ちょっと相談したいと思ったら、
今すぐお電話！！

当社HPも是非ご覧ください！

「シラトの日常」日々ブログ更新中！！

大容量のキッチンファニチャーやIHなど家事が
楽しくなる装備が満載。

スライド収納タイプ対面キッチン

ゆったり1坪の広々空間。選べる浴槽
タイプ。換気乾燥機能付き。

ユアシス システムバス

カラーも様々お好みのカ
ラーでお気に入りのくつろぎ
空間に。

選べる
カラーバリエーション

入浴後30分経ってもあたたかいまま。
浴室を保温材で包み込み、あたたかさ
を逃がしません。

まるごと保温タイプ

幅750ｍｍのハイグレードタイプ。大型
ボールに背面収納の3面鏡装備。標準機
能に流レールボール装備。

大型3面鏡洗面化粧台（間口750ｍｍ）

従来の下からではな
く、壁面からのハンド
ルで水ハネのお手
入れもラクラクに。

お手入れ
ラクラクハンドル

ウォシュレット付最新型トイレ。便
座裏の汚れもサッとひと吹きお
掃除ラクラクタイプ。

アメージュZA 超節水型
勢いのよい水流
でグルっと強力に
流します。

パワー
ストリーム洗浄

扉カラーに合わせシス
テムキッチンに収めま
す。大皿から小物まで
ムラなくキレイに洗い
流します。

食器洗乾燥機

美コートと特殊エンボス加
工により水汚れ、キズが
つきにくい高機能シンク。

美・サイレントシンク

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町871-1

厳選おススメ土地情報 土地のご相談も承ります！

シラトの充実の標準装備

ひたちなか市市毛
学区

ひたちなか市中根
学区

ひたちなか市中根

土地販売価格

■土地面積／
  233.00㎡（70.48坪）

物件概要 ■所在地：ひたちなか市大字中根字深谷津■土地面積：233.00㎡
（70.48坪）■販売区画：1区画■販売価格：1,092万円■地目：畑（地目変更後
渡し）■都市計画区域内■用途地域：第二種住居地域■建ぺい率：60％■容積
率：200％■ガス：プロパン■水道：公営水道■交通：勝田駅3.40km■学区：中
根小学校、勝田第一中学校■備考：建築条件付き

学区 中根小学校／1.50km、勝田第一中学校／1.90km 中根小学校／0.8km、勝田第一中学校／3.2km

公道15m 242.26㎡
（73.28坪）

市毛小学校／880mm、勝田第二中学校／400mm

1,092万円 土地販売価格

■土地面積／
  242.26㎡（73.28坪）

物件概要 ■所在地：ひたちなか市中根■土地面積：242.26㎡（73.28坪）■販
売区画：1区画■販売価格：732万円■地目：宅地■都市計画：市街化区域■用
途地域：第二種低層住居専用地域■建ぺい率：50％■容積率：100％■接道：西
15.00m■ガス：プロパン■水道：公営水道■交通：勝田駅4.5km■学区：中根
小学校、勝田第一中学校■取引形態：仲介

732万円 850万円土地販売価格

■土地面積／
  221.88㎡（67.11坪）

物件概要 ■所在地：ひたちなか市市毛■土地面積：221.88㎡(67.11坪)■販売
区画：1区画■販売価格：850万円■地目：宅地■都市計画：市街化区域■用途
地域：近隣商業地域■建ぺい率：80％■容積率：200％■接道：私道南西側4m
■ガス：プロパン■水道：公営水道■交通：勝田駅1.8km■学区：市毛小学校、勝
田第二中学校■取引形態：仲介

Nスマート免震工法
万一の地震に万全の備えを！
熊本大震災、東日本大震災で証明！
今注目される新免震技術！

新モデルハ
ウスで

採用。詳しくは当社スタッフまでお問い合わせください。

私道約4m

221.88㎡
（67.11坪）

N
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