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受付 10:00〜18:00

［火・水曜定休］

【残りいよいよ】アーステ
ージ大浦【1区画】

1号地／2号地／3号地 

4号地/5号地/6号地 

7号地/8号地

折尾駅、本城駅徒歩圏内

エフコープ徒歩3分

人気の浅川中学校校

区！！

1,210万円～1,610万円

〒807-0874 福岡県北九州市八幡西

区大浦１丁目

■交通

ＪＲ鹿児島本線・折尾駅 徒歩13分

ＪＲ筑豊本線・本城駅 徒歩10分

北九州市営バス 『大浦1丁目』バス

停 徒歩2分

販売区画 ： 8区画

学校区 ： 医生ヶ丘小学校/浅川

中学校

用途地域 ： 第2種住居地域

建ぺい率 ： 60%

容積率 ： 200%

道路 ： 市道

私道負担 ： なし

建築条件 ： 建築条件付き

ア‐ステージ大浦分最終譲！開始致しました。 ＪＲ

鹿児島本線　折尾駅徒歩　２０分 ＪＲ筑豊本線本城

駅徒歩で１０分の好立地です。

大好評 大浦 分譲地！！

人気の大浦地区・そして折尾駅徒歩圏内と最高な立地で販売をスタート致しました

大浦分譲地が最終１宅地となりました！ご検討中のかたはお急ぎぐださい！

北九州市内、小倉近郊や福岡市内へお勤めの方にも大変お勧めの場所となっております

ので

是非一度ご検討下さい！！

号地 敷地面積 価格

m2 坪

1号地 172.00 52.03 ご契約済み

2号地 173.00 52.33 モデルハウス建築予定

3号地 177.00 53.54 モデルハウス建築予定

4号地 170.00 51.43 モデルハウス建築予定

5号地 140.00 42.35 ご契約済み

6号地 189.91 57.44 16,100,000

7号地 135.00 40.84 ご契約済み

8号地 135.00 40.84 ご契約済み

好評分譲中

〒807-0874 福岡県北九州市八幡西区大浦１丁目
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会社概要 サイトマップ お問い合わせ プライバシーポリシー アクセスマップ

〒807-0807北九州市八幡西区本城学研台3丁目17-15

ザ・プレースひびきのウエスト104

TEL：093-691-3130(代)

FAX：093-691-3144

受付 10:00〜18:00（毎週水曜定休）

北九州で注文住宅、分譲戸建・マンション、リフォーム・増改築はアースティック「大人の愉しめる家」

をテーマに、構造と住まいの基本ファクターを大切にした空間をご提案。

国土交通大臣（1）第008720号 福岡県知事（般-24）65726（一社）九州住宅建設産業協会会員 TVCM/AD ブログ
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SUUMO(スーモ)土地は、大浦１（折尾駅） 1610万円の土地購入・土地売買をサポートする情報サイトです。

全国へ

九州・ 
沖縄版

借りる

賃貸

マンションを買う 

新築 中古

一戸建てを買う

新築 中古

建てる

注文 
住宅

土地

リフォームする

リフォーム
住

大浦１（折尾駅） 1610万円 

建築条件付土地 売主・代理

情報提供日：2016/6/28 次回更新日：情報提供より８日以内

1610万円

福岡県北九州市八幡西区

ＪＲ鹿児島本線「折尾」歩13分

(株)アースティック 

TEL：0
携帯電話・ＰＨＳからもご

＊現地(2015年10月)撮影 

前面道路もしっかりとれた8区画の綺麗な分譲地です！毎日の駐車もストレスなくできそう

ですね♪日当たりも抜群！！

イメージしていただきやすいよう模型をご用

意しております。かっこいい住宅街になるこ

と間違いなし！

現

左

い

現地（2015年10月）撮影 

8号地側から分譲地をみると、より広さがわ

かります！6号地、7号地、8号地は高低差の

現

前

す

不動産・住宅サイト SUUMO > 土地 > 九州・沖縄 > 福岡県 > 北九州市 > 八幡西区 > 折尾駅 > 大浦１（折尾駅） 1610万円

＊＊スーパーまで徒歩圏内！生活利便性抜群の分譲宅地＊＊ 

残すところ、１区画！お早めにお問い合わせください！！ 

 

きて！みて！実感する現地案内会開催中!!!
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価格 建ぺい率･容積率

販売区画数 総区画数

土地面積 私道負担・道路

土地状況 造成完了時期

[ ■この駅の情報

[ ■この駅の情報

特徴ピックアップ

土地50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / 前道６ｍ以上 / 角地 / 整形地 / 都市ガス / 建物プラン例有り / 周

イベント情報

現地販売会（事前に必ずお問い合わせください） 

日程／毎週土日祝 

時間／10:00～18:00 

お気に入りの土地に、夢のマイホームプランも当てはめられます！ 

アースティックの今まで建ててきたお家の写真等の施工事例もたくさんご用意しております。 

 

お気軽にお問い合わせください(*^_^*)

物件詳細情報

問合せ先： 【通話料無料】   TEL：0800-603-2203  （携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。） 

1610万円

[ □支払シミュレーション ]

建ペい率：60％、

8区画 8区画 

135m2～197m2 - 

更地 - 

住所 福岡県北九州市八幡西区大浦１丁目

[ ■周辺環境 ]

交通 ＪＲ鹿児島本線「折

ＪＲ筑豊本線「本城

市営バス「大浦1

関連リンク 【この会社の関連サイト】

ホームページ

携帯電話画面

担当者より 【この物件について】  本城駅徒歩圏内の大浦地区にて、大好評分譲中です！ お気軽

にお問い合わせください(*^^*) 

お問い合せ先 (株)アースティック

TEL：0800-603-2203 【通話料無料】 

免許番号：国土交通大臣（1）第008720号

取引態様：＜売主＞
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