
本店 （広有期限：1ヶ月）

不動産
売ります！
買います！

2,580
土地面積 167.95㎡（50.80坪）
建物面積 113.02㎡（34.18坪）

●瑞穂市馬場前畑町3丁目89番地8 ●木造瓦葺2階建 ●H30年5月築 
●みずほバス「馬場西」停徒歩約3分 ●中部電力･上水道･個別浄化槽･オール電化 
●南側幅員約6.0m公道に8.7m接面 【売主】

穂積北中学校
生津小学校

低炭素住宅!美邸!
オール電化住宅!!

南道路で開放的!駐車3台可!!

中古住宅 瑞穂市馬場前畑町

2,180
土地面積 280.00㎡（84.70坪）
建物面積 104.33㎡（31.55坪）

●岐阜市日野北6丁目1番地19、1番地20（住居表示：6丁目1番23号） ●H29年3月築 
●コミュニティバス「堂後」停徒歩12分 ●木造合金メッキ鋼板葺2階建 
●中部電力･上下水道･個別プロパンガス ●南側幅員約7.0m公道に約16.0m接面 【売主】

長森中学校
日野小学校

景観良好!駐車3台可!!
築4年の美邸!!

日野小学校まで徒歩約15分!

中古住宅 岐阜市日野北6丁目

2,180
土地面積 207.66㎡（62.81坪）
建物面積 110.13㎡（33.31坪）

●加茂郡坂祝町酒倉字雲埋825番36 ●木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 
●長良川鉄道「前平公園」駅徒歩26分 
●H26年12月築 ●中部電力･上下水道･オール電化 
●北側幅員約4m・西側幅員約6m公道に接面 【売主】

坂祝中学校
坂祝小学校

北西角地!駐車4台可!!
太陽光パネルあり!!

オール電化住宅!

中古住宅 坂祝町 酒 倉

★クロス一部貼替え ★鍵の交換
リフォーム

1,480
土地面積 　  165㎡（49.91坪）
建物面積 114.58㎡（34.66坪）

●可児市大森字宮町2080番28  
●木造セメント瓦葺2階建 ●JR太多線「下切」駅徒歩9分 
●H9年5月築 ●中部電力･上水道・合併浄化槽･個別プロパンガス 
●北側幅員約6mの公道に約9.5m接面 【売主】

中部中学校
旭小学校

駐車2台可!!
旭小学校まで徒歩約8分!

中古住宅 可児市 大 森

★外壁塗装 ★クロス貼替え ★床一部上張り 
★キッチン・洗面台・トイレ・給湯器新品
★畳の表替え ★襖・障子の張替え ★鍵の交換

リフォーム

1,0801,790
土地面積 212.24㎡（64.20坪）
建物面積   98.12㎡（29.68坪）

●可児市緑ヶ丘4丁目163番地 
●木造瓦葺2階建 ●さつきバス「緑ヶ丘3丁目」停徒歩約2分 
●S57年2月築 ●中部電力･上下水道･集中プロパンガス 
●南側幅員約6m･東側幅員約6mの公道に接面する角地 【売主】

中部中学校
東明小学校

東南角地!
駐車2台可!!

中古住宅 可児市緑ヶ丘4丁目

★外壁塗装 ★外構整備 ★防蟻処理 ★クロス貼替え 
★床一部上張り ★キッチン・浴室・ウォシュレット・給湯器交換
★畳の表替え ★襖の張替え ★和室の壁塗装

リフォーム中

土地面積 106.19㎡（32.12坪）
建物面積   97.31㎡（29.43坪）

●可児市広見字諏訪1209番13 
●木造スレート葺2階建 ●名鉄広見線「新可児」駅徒歩20分  
●R3年12月完成予定 ●中部電力･上下水道 
●南側幅員約7mの公道に約7.4m接面 【売主】

中部中学校
広見小学校

建築中!!
人気の広見地区!

南道路で陽当たり良好!!

新築住宅 可児市 広 見

確認申請：ぎ建住セ第5210060号

1,080
専有面積          115.80㎡（35.02坪）
バルコニー面積     5.43㎡（  1.64坪）
●岐阜市西川手10丁目1427番地 ●鉄筋コンクリート造11階建 ●H14年9月築 
●名鉄本線「笠松」駅徒歩10分 ●中部電力･上下水道･都市ガス･エレベーター 
●借地期間2062年7月12日まで（保証金は物件価格に含む） 【売主】

厚見中学校
厚見小学校

1階の南西角部屋!約35坪!!
約20坪の専用庭あり!駐車場料無料!!

笠松駅徒歩約10分で通勤通学に便利!!

1階  101号室

3LDK

中古マンション
(定期借地権付き) 岐阜市キャッスルハイツ西川手

借地料      　：月額 12,400円
管理費      　：月額 13,090円
専用庭使用料：月額   1,000円
修繕積立金   ：月額   8,800円
解体積立金   ：月額   1,100円

★クロス一部貼替え 
★洋室の床張替え 
★畳の交換 
★障子の張替え 
★ガスコンロ交換 
★ウォシュレット交換 

リフォーム中

南西角地!南西角地!
●ゲンキー可児御嵩店 750m
　　　　　　　　　（徒歩10分）
● カインズ可児店 1070m
　　　　　　　　　（徒歩14分）
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※開発許可：可児市指令建第１号の２４
●可児市平貝戸字前田245番11 
●名鉄広見線「明智」駅徒歩6分 ●宅地 ●非線引区域 ●指定なし 
●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●中部電力･上下水道･個別プロパン･側溝 
●上水道：上水道加入負担金200,200円（13㎜以下）物件引渡時に必要 
●下水道：下水道受益者負担金（㎡×500円）物件引渡時に必要  【売主】

土 地 可児市 平貝戸

中部中学校
広見小学校土地面積

231.62㎡（70.06坪）

880

土 地 可児郡 御嵩町中（大庭台）

●可児郡御嵩町中字真名田洞2663-93（大庭台） ●宅地 
●名鉄広見線「御嵩口」駅徒歩19分  ●非線引区域 ●第1種低層住居専用地域 
●建ぺい率/50% ●容積率/80% ●中部電力･上下水道･集中プロパンガス
●南･西公道に接面 【売主】

南西角地!陽当たり良好!!
●ファミリーマート可児御嵩店
　約1.1km（徒歩約13分）
●バロー御嵩店
　約1.3km（徒歩約16分）

330
土地面積267.92㎡（81.04坪）

向陽中学校
御嵩小学校
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土 地 可児郡御嵩町御嵩字向山（南山台東）

1,717,500
土地面積
227.23㎡（68.73坪）

●可児郡御嵩町御嵩字向山1822番611 ●名鉄広見線「御嵩」駅徒歩約23分 
●宅地 ●非線引区域 ●第1種低層住居専用地域 ●建ぺい/50% ●容積/80%
●中部電力･上下水道･集中プロパンガス
●北側幅員約12mの公道に約13.2m接面 【売主】

向陽中学校
御嵩小学校
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閑静な住宅街!!
●ローソン御嵩バイパス店
　約1.2km（徒歩約15分）
●V・drug御嵩東店
　約1.6km（徒歩約20分）

土地面積 193.29㎡（58.47坪）
建物面積   95.24㎡（28.81坪）

●可児郡御嵩町中字八ヶ洞2678番41他（大庭台） 
●名鉄広見線「御嵩口」駅徒歩17分 
●木造スレート葺2階建 
●R3年7月完成 
●中部電力･上下水道 
●西側公道に接面 【売主】

向陽中学校御嵩小学校

全居室南向き!
駐車3台可!!
オール電化!!

新築

オープンハウス開催!!
10/23（土）・24（日）10:00～16:00

可児郡御嵩町中（大庭台）

1,680
確認申請番号：ぎ建住セ第5190631号
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