狛江市新築物件について
こまタウンは狛江市の新築一戸建て、マンションを探す人のための専門ページです。
地元に強い狛江市の不動産業者をまとめてみました。
憧れの新築分譲物件に巡り合うための情報収集にお役立たせください。

狛江市新築取り扱い業者一覧
狛江市の新築物件探しをする際に対応可能な不動産屋さん一覧です。

おすすめ不動産屋！
株式会社クローバーハウス

狛江の業者さんではないですが狛江の新築市場の過半数以上をご紹介可能としている売買不動産屋です。
駅待ち合わせ、現地待ち合わせ相談可能。店舗には駐車場完備。
まずはこちらの業者さんに連絡するのをおすすめします♪
住所：〒214-0036神奈川県川崎市多摩区南生田4-11-1
電話番号：044-948-8265
営業時間：10：00～19：00
定休日：水曜日、第一・第三火曜日

（その他狛江市の不動産会社）
会社名

電話番号

郵便番号

詳細業種

エヌケーハウザー（株）

〒201-0003 東京都狛江市和泉本
町1-34-17

不動産売買、賃貸、管理

兼松建設（株）

03-3488-3952

〒201-0003 東京都狛江市和泉本
町1-6-21

不動産売買、賃貸、管理

株式会社スペースホーム

03-5761-2866

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1丁
目1-30-302

不動産取引

(株)スペース・プラン 狛江店 03-5438-5566

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1丁
目1-31

不動産（賃貸・売買）仲介、管
理

藤田不動産株式会社

0120-132103

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1丁
目2-8

不動産取引全般

株式会社エプタ

03-3488-5311

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1丁
目7-16

不動産取引売買

ハウジングスカイ株式会社

0120-957476

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町2丁
目34-23

不動産取引全般

株式会社あさひホーム

03-5497-7817

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町3丁
目11-9

不動産取引売買

Ｓａｓｈ ｌｅａｄｓ(株) 本
03-5761-7736
店 多々良不動産

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町3丁
目33-6マーツビル2階

賃貸仲介

甲武不動産（株）

03-3489-3456

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北1-10-6
甲武ビル

テナント

株式会社プロアプレイザル

03-5761-8971

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北1丁
目10-6

不動産鑑定

エスペランスホーム

03-5497-7533

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北2丁
目19-20

不動産取引売買

日東綜業株式会社

03-3489-1111

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3丁
目11-7

不動産取引

(株)ナチュラルトーン レント
03-5761-7625
ドゥ！喜多見店

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北4丁
目17-16

賃貸仲介・管理

（株）ディークラウド 狛江店

03-5761-5605

〒201-0012 東京都狛江市中和泉1-2-1
2F

不動産売買、賃貸、管理

ＥＬハウジングカンパニー

03-3488-8181

〒201-0012 東京都狛江市中和泉1丁目1

土地建物の管理及び売買・仲介

コマエカフェ不動産

03-5761-5605

〒201-0012 東京都狛江市中和泉1丁目2-1
2F

不動産売買、賃貸

(有)中野工務店

03-3489-8567

〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁
目17-14

不動産売買、賃貸

住泉コンサルティング株式会社

03-6206-2170

〒201-0012 東京都狛江市中和泉3丁
目5-11

不動産取引売買

（有）アイ・ケイ・コーポレーショ
〒201-0012 東京都狛江市中和泉5丁目5-2
03-3480-3100
ン
ミルキーハウス102
03-3480-5551

〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁
目11-12

不動産取引全般

絹山不動産株式会社／本店／売買
03-3480-5552
担当

〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁
目11-12

不動産取引全般

〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁
目11-12

不動産取引売買

〒201-0013 東京都狛江市元和泉1丁目2-1

不動産取引全般

〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁
目15-7

不動産管理、不動産取引、マン
ション賃貸業

絹山不動産株式会社／本店

アパマンショップ狛江店

株式会社エイブル狛江店
有限会社奥谷不動産

株式会社アスカ商事狛江店

株式会社東都狛江店

リロの賃貸 株式会社東都不動産
狛江店
有限会社トータル企画
ハウジングセンター（エイチピー
システム(株)）
米屋建設（株）
（株）イーエルハウジングカンパ
ニー

株式会社サンシティパーク

03-3480-5597

03-5497-2281
03-3489-3975

03-3430-0963

03-3488-4911

03-3480-3011
03-3430-0097
03-5579-9657
03-3488-7575
03-3488-8181

03-3488-8881

〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁
目16-1-101

不動産取引全般

〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁
目16-2-101

アパート管理、アパート業、不
動産取引、マンション管理、マ
ンション賃貸業

〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁
目16-3

アパート管理、アパート業、ア
パート（学生向）、不動産取引、
マンション管理、マンション
（学生向）、マンション賃貸業

〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁
目16-3
〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁
目16-8
〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁
目16-8
〒201-0014 東京都狛江市東和泉３－１１－
１４
〒201-0014 東京都狛江市東和
泉3-11-14
〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目10-4

不動産仲介業
不動産取引売買
不動産売買、賃貸、管理
賃貸物件管理・売買・媒介
土地建物の管理及び売買・仲介
アパート管理、アパート（学生
向）、不動産取引、マンション
管理、マンション（学生向）、
マンション賃貸業

米屋不動産株式会社

03-3488-7575

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目11-14

不動産売買、管理

株式会社瀬戸内住販

03-3480-7000

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目12-20

不動産取引売買

株式会社瀬戸内住販

03-3480-0511

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目12-20

不動産取引

株式会社こくえい不動産調査

03-6908-8221

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目14-1-1-108

不動産取引全般

株式会社東峰

03-3480-2751

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目14-1-1-605

不動産取引売買

株式会社菊地不動産鑑定

03-5761-9018

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目14-2-2-404

不動産鑑定

株式会社菊地不動産鑑定

03-5761-9019

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目14-2-2-404

不動産鑑定

アルパインビルド株式会社

03-5761-8071

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目14-3-3-1015

不動産取引売買

株式会社アップリンク

03-3489-1236

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目3-13

不動産取引、理美容機械器

有限会社いづみ商事

03-3488-2353

〒201-0014 東京都狛江市東和泉3丁
目5-5-103

不動産取引

（株）一優住宅信用

03-5761-2244

〒201-0014 東京都狛江市東和泉4-3-7ウ
エルステイビル103

不動産売買、賃貸、管理

〒201-0014 東京都狛江市東和泉4丁
目3-15-103

アパート管理、アパート（学生
向）、不動産取引、マンション
管理、マンション（学生向）、
マンション賃貸業

株式会社三栄商事

03-3488-3210

株式会社リビングプレゼンツ

03-5761-2244 〒201-0014 東京都狛江市東和泉4丁目3-7

不動産取引売買

株式会社一優住宅信用

03-3430-7699 〒201-0014 東京都狛江市東和泉4丁目3-7

不動産取引売買

（株）サンビレッジ

03-6318-6939 〒201-0016 東京都狛江市駒井町3－14－7

不動産売買

新築注文住宅を建ててくれる業者
新築注文住宅などを建てたいときにお願いする狛江市の建築屋さんです。
（株）東建ハウジング

201-0004 東京都狛江市岩戸北１丁
目７－９

03-3488-1001

（有）長島工務店

201-0012 東京都狛江市中和泉４丁
目２０－６

03-3480-7382

（株）雅

201-0004 東京都狛江市岩戸北４丁
目５－１５

03-5438-5188

狛江市新築相場について
狛江市の新築物件の相場は4000万円～6,000万円です。
その中でも4,000万円～5,000万円の物件が一番多い割合を占
めています。 この売買事例の物件の大きさはだいたい土地面積１００
㎡以上で建物が８０～９０㎡の物件です。
ですから㎡数など大きさに拘らなければ少ないですがこの売買価格を下
回る物件が出てくることもあります。
また予算が合わないようでしたら築浅の中古一戸建てなどを狙うのもひ
とつでしょう。

条件の良い中古物件も多くありますので弊社に一度ご相談頂ければ当サイトにない物件やどこよりも早い新着情報もご紹介できる事があり
ます。 お気軽にご相談頂ければと思います。

狛江市ってどんな場所？
晴れた日には富士山が見える多摩川には五本松が多くテレビの撮影でも
良く使われています。
また多摩川のグランドは広いスペースがあり休日野球やサッカーをする
人で多く賑わっています。
宿川原堰は季節によっていろいろな野鳥などが集まり自然を感じる事が
できます。
また亀塚古墳や他にも小さな項古墳がいくつもあることでも知られてい
ます。
狛江市は自然豊かで都内へのアクセスも良いことから人気のエリアだという事がわかります。

