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★ペットと暮らせる戸建ての賃貸
★ファミリーにおすすめの3LDK東武野田線 高柳駅 徒歩12分

賃貸スタッフおすすめ物件 今月のソムリエ：友水

管理部 営業課　9：00～17：30 水曜定休
rent@taiyo-house.co. jp TEL 047-343-7000

家賃65,000円　共益費なし　　
敷金2ヶ月 ※ペット飼育は3ヶ月　   礼金0ヶ月　　 　　

今回のおすすめ物件は柏市高柳新田の住宅街に佇む
『高柳貸家』です。
３口ガスコンロのシステムキッチン、
ウォシュレットトイレ、追い焚き機能付きバス、
室内設備が充実。専用庭があり家庭菜園もできます！
ご内見、その他物件についてもお気軽に
お問い合わせください。

3LDK

※広告掲載時、既に契約になっている場合もございます。予めご了承ください。

【売主】　設計・施工・アフターメンテナンス
太陽ハウス

営業時間 9：00～17：30　
定休日 水曜 不動産部直通

047（343）8000

※広告掲載時、既に契約になっている場合
もございます。予めご了承ください。

3,250万円（税込）

新築戸建「ソレイユヴィレッジ新松戸南Ⅱ期」

　JR常磐緩行線・JR武蔵野線　新松戸駅　徒歩19分
　JR常磐緩行線　馬橋駅　徒歩23分

明るく安心な住まいと”みらい”の創造

高柳貸家

☎月曜日～土曜日　建築部　　　　　　　   　（受付　9：00～17：00）　TEL：047-346-1121
☎日曜日・祝日　　  建築営業部 リフォーム課　（受付　9：00～17：00）　TEL：047-701-5878
　※GW、夏季、冬季休暇は除きます
　E-mail　ie@taiyohouse.com

賃　貸

仲介・管理

アパート・マンション・戸建・テナントなど

空き家の管理・有効活用

不動産

不動産売買

投資コンサルティング

宅地開発

不動産に係るすべてに対応

建　築

注文住宅

ビル建設

リフォーム

福　祉

サービス付き
高齢者向け住宅

保育園

太 陽 ハ ウス ㈱ の お 客 様 に お 届 け する 手 作り通 信

〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-204
047-343-1111（代表）

TEL 047-343-8000（売買・仲介） TEL 047-309-5544（管理）
TEL 047-343-7000（仲介）

TEL 047-701-7552（注文住宅）
TEL 047-701-5878（リフォーム）

TEL 047-343-1115（建築）
TEL 047-701-8480（入居仲介）

豊富なノウハウとネットワークにより、お客様の取引をサポート
しています。戸建住宅やマンション、借地権などの売買はもちろ
ん、保有不動産の査定、調査、コンサルティングにいたるまで
さまざまなニーズに幅広く対応します。

地域密着企業としての豊富な経験と実績を活かし、賃貸プラン
の提案から入居斡旋、その後の管理にいたるまでのトータルな
管理体制を実施しています。また、  2,000戸以上の物件を管理、  
         高い入居率を誇り、オーナー様の収益安定に努めます。

個人住宅や集合住宅はもちろん、商業施設、医療・介護施設、
官公庁といった中高層建築まで手掛けています。また、各種改
修工事や住宅のリフォームもお任せください。

子育て支援・高齢者が安心できる住まいの提供

少子高齢化や人口減少等の社会情勢から生じる福祉的ニーズへ
の対応として、高齢になっても安心して暮らせる高齢者住宅の
提供や社会福祉法人等への保育園設置の提案や建設を推進して
おります。

創業 40年創業 40年
新築からリフォームまで

　　　　　　　　

公式サイトHP

3ページ2ページ

2 3新入社員に負けないよう、元気ハツラツと業務に取り組みたいと思います！！ 　byこまめ

暮らしと住まいの
不動産部 雑学コラム

ﾉﾉ

Ⅱ

part43

047-701-5878
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