
本店 （広有期限：1ヶ月） TEL : 0572-21-2880
多治見店

不動産買います！売ります！不動産のご相談は
創業42年の（株）早川不動産へお任せください！土地 中古住宅

土地面積 861.15㎡（260.49坪）
建物面積 127.96㎡（38.71坪）

●多治見市高田町白粉5-18他3筆 ●木造スレート葺2階建 ●S58年2月築 ●JR中央本線「多治見」駅5.2km 
●中部電力･上水道･浄化槽･プロパンガス ●北側幅員約4.0m公道に接面  【売主】

陶都中学校
共栄小学校

1,580ミサワホームの家!!
陶芸用の窯あります!

中古住宅 多治見市高田町白粉

★クロス交換 
★襖・障子・畳交換
★ユニットバス交換 
★洗面台交換
★キッチン交換 
★トイレ交換

リフォーム中

※延床面積うち45.99㎡作業所倉庫
　S63年3月築 鉄骨造スレート葺平屋建て
　陶芸用の窯付き

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 ●みずほバス「馬場西」停徒歩約3分 
●木造瓦葺2階建 ●H30年5月築 ●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

5,380
土地面積 1108.47㎡（335.31坪）
建物面積   214.93㎡（65.01坪）

●本巣郡北方町高屋字棒士道北1101番1 ●岐阜バス「柱本南」停徒歩2分 
●東側幅員約7.4m･北側幅員約4.0m･西側幅員約6.0m･南側幅員約15.0mの公道に接面
●鉄骨造瓦葺2階建 ●H11年1月築 ●中部電力･上下水道･プロパンガス 【売主】

北方中学校
北方南小学校

四方道路、陽当たり良好!
21.78坪の倉庫付き!!

中古住宅 本巣郡北方町高屋

土 地 可児市桜ヶ丘5丁目

●可児市桜ヶ丘5丁目59 ●さつきバス「桜ヶ丘4丁目」停徒歩4分 ●宅地 
●非線引区域 ●第一種低層住居専用地域 ●建ぺい率/50% ●容積率/80% 
●現況/古屋あり ●中部電力･上下水道･都市ガス 【売主】

東可児中学校
桜ヶ丘小学校

西友まで徒歩4分!
桜ヶ丘小学校まで徒歩7分!

1,380
土地面積298.09㎡（90.17坪）

広い土地（約90坪）!!
※更地渡し

17.5m

17.3m
17.2m

16.8m

　  幅員
約12.0m
  公道

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

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

確認申請番号：ぎ建住セ第5210060号

1,790
土地面積 117.82㎡（35.64坪）
建物面積   94.82㎡（28.68坪）

●可児市今渡字松葉1938番6他 ●木造スレート葺2階建 
●名鉄広見線「日本ライン今渡」駅徒歩9分 ●R4年3月完成予定
●中部電力･上水道･個別浄化槽･オール電化 ●南側の私道に接面 【売主】

蘇南中学校
今渡北小学校

陽当たり良好!!
オール電化住宅!!

新築住宅 可児市 今 渡

確認申請番号：ぎ建住セ第5210288号

1,790

※イメージ

土地面積 241.95㎡（73.18坪）
建物面積   96.07㎡（29.06坪）

●可児市清水ヶ丘1丁目44番地 ●木造スレート葺2階建 ●JR太多線「下切」駅徒歩37分  
●R4年1月完成予定 ●中部電力･上下水道･オール電化 ●北側幅員約6m公道に接面 【売主】

西可児中学校
春里小学校

敷地約73坪!
全室南向き!オール電化!!

新築住宅 可児市清水ヶ丘1丁目

確認申請番号：ぎ建住セ第5210178号

1,680

※イメージ

1,080
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 ●さつきバス「緑ヶ丘3丁目」停徒歩約2分 
●木造瓦葺2階建 ●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

1,380
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 ●JR太多線「下切」駅徒歩9分 ●木造セメント瓦葺2階建 
●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

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

1,080
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

1,480
専有面積          89.37㎡（27.03坪）
バルコニー面積  12.42㎡（3.75坪）
トランクルーム     1.17㎡（0.35坪）

●多治見市音羽町4丁目4-1 ●鉄筋コンクリート造15階建 ●H18年6月築 ●JR中央本線「多治見」駅徒歩12分 
●中部電力･上下水道･プロパンガス ●借地期間2065年8月まで（保証金は物件価格に含む） 【売主】

陶都中学校
精華小学校

利便性良い地域!!
南側バルコニー!!
多治見駅まで徒歩12分！
精華小学校まで徒歩約11分！

14階 1402号室
3LDK

中古マンション
(借地権付き) 多治見市キャッスルハイツ多治見

借地料：      月額   9,400円
管理費：      月額   5,540円
修繕積立金：月額 14,400円
解体積立金：月額      700円
駐車場：      月額    7,500円

1,290
土地面積 185.15㎡（56.00坪）
建物面積 116.33㎡（35.19坪）

●多治見市東山2丁目9-5 ●木造スレート葺2階建 ●H14年8月築 ●JR中央本線「多治見」駅4.6km 
●中部電力･上下水道･都市ガス ●北側幅員約6.0m公道に接面 【売主】

陶都中学校
共栄小学校ダイワハウスの家！駐車2台可!!

共栄小学校徒歩11分!!

中古住宅 多治見市 東 山

★クロス張替え
リフォーム済

1,980
土地面積 345.68㎡（104.56坪）
建物面積 134.14㎡（40.58坪）

●可児市皐ヶ丘9丁目190 ●木造瓦葺2階建 ●S63年6月築 ●東鉄バス「皐ヶ丘9丁目」停徒歩5分 
●中部電力･上下水道･都市ガス ●北側公道と西側公道に接面する 【売主】

東可児中学校
桜ヶ丘小学校北西角地！敷地約104坪！

駐車2台可!!

★外壁塗装 
★外構整備 
★クロスの貼替え 
★襖・障子の張替え 
★床の貼替え 
★給湯器交換
★畳の表替え
★キッチン交換

リフォーム中

中古住宅 可児市皐ヶ丘9丁目

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） 
●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 ●H29年3月築 
●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

780
土地面積 200.02㎡（60.50坪）
建物面積   81.67㎡（24.70坪）

●加茂郡坂祝町加茂山2丁目7番地7 ●木造2階建 ●長良川鉄道「前平公園」駅徒歩29分 
●S61年5月築 ●中部電力･上下水道･集中プロパンガス ●北側公道に接面 【売主】

坂祝中学校
坂祝小学校

2LDKs!
駐車2台分!

(普通車+軽自動車)

中古住宅 坂祝町加茂山2丁目

★キッチン・トイレ・
　洗面台の交換
★クロス一部貼替え 
★床一部張替え
★インターホン交換 
★照明器具付き

リフォーム

※建物面積：未登記部分あり

※車種をご確認下さい。

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!!

新築住宅 可児郡 御嵩町中

1,580 確認申請番号：
ぎ建住セ第5190631号


