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本店 （広有期限：1ヶ月）

TEL:0572-21-2880
多治見店土地・建物

売ります!買います!

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 ●R4年2月完成 
●電気･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!オール電化住宅!!
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 217.42㎡（65.76坪）
建物面積   96.07㎡（29.06坪）

●可児郡御嵩町御嵩字南山2192番202 ●木造スレート葺2階建 
●名鉄広見線「御嵩」駅徒歩17分 ●電気･上水道･集中浄化槽･集中プロパン 
●R4年4月完成予定  ●東側幅員約6mの公道に間口約12.5m接面 【売主】

向陽中学校
御嵩小学校

全居室南向き!!
駐車場2台可!
※車種をご確認ください

新築住宅 可児郡御嵩町御嵩（南山台西）

確認申請番号：
ぎ建住セ第5210403号1,7801,380

土地面積 264.49㎡（80.00坪）
建物面積   83.21㎡（25.17坪）

●加茂郡八百津町伊岐津志字椴ノ木1842番8 ●YAOバス「中組公民館」停徒歩2分 
●木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 ●電気･上下水道・プロパンガス ●H27年6月築 
●南側幅員約3.7mの公道に接面 ●セットバック要 ●一部分、土砂災害警戒区域内 【売主】

八百津中学校
錦津小学校

南道路!!陽当たり良好!!
錦津小学校まで徒歩5分!
太陽光発電システムあり!

中古住宅 加茂郡八百津町伊岐津志

★クロス貼替え
 （一部） 
★鍵の交換

リフォーム

土地面積 166.05㎡（50.23坪）
建物面積   91.88㎡（27.79坪）

●岐阜市芥見影山2丁目77番2 ●岐阜バス「河村病院前」停徒歩8分 
●軽量鉄骨造スレート瓦葺2階建 ●電気･上水道・単独浄化槽・個別プロパンガス 
●S53年7月築 ●東側の公道に接面 【売主】

藍川中学校
芥見小学校

大和ハウスの家!!駐車3台可!

1,080

中古住宅 岐阜市　芥見影山2丁目

★外壁塗装 ★外構整備 
★キッチン・洗面台交換 ★畳の表替え 
★クロス・CF上張り（一部）

リフォーム

土地面積 122.40㎡（37.02坪）
建物面積   91.91㎡（27.80坪）

●可児市矢戸字上野1445番地103（日本ランド） 
●名鉄広見線「可児川」駅徒歩39分 ●木造セメント瓦葺2階建 ●H2年10月築 
●電気･上下水道・個別プロパンガス ●南側幅員約4.5mの公道に接面 【売主】

西可児中学校
春里小学校

南道路!!
現在リフォーム中です!

1,180

中古住宅 可児市　矢 戸（日本ランド）

★クロス貼替え
★畳表替え
★襖張替え
★洗面台・
　キッチン・
　ウォシュレット・
　給湯器交換
★浴室塗装
★屋根・外壁塗装

リフォーム中

1,280
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 ●電気･上水道・合併浄化槽･個別プロパンガス ●H9年5月築 
●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

980
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2分 
●木造瓦葺2階建 ●S57年2月築 ●電気･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 ★和室の壁塗装 
★キッチン･浴室･トイレ･ウォシュレット･給湯器交換
★畳の表替え ★鍵の交換 ★襖の張替え

リフォーム

830
土地面積 194.63㎡（58.87坪）
建物面積   83.63㎡（25.29坪）

●可児市大森台1丁目35番地 ●木造スレート葺2階建 
●名鉄広見線「新可児」駅徒歩27分 ●電気･上下水道･オール電化 
●S53年7月築 ●北側と東側の公道に接面 【売主】

中部中学校
旭小学校

北東角地!!オール電化!
駐車場2台!!

中古住宅 可児市 大森台1丁目

★外壁塗装 ★外構整備 ★クロス上張り  
★キッチン・洗面台・浴室・トイレ交換
★畳の表替え ★防蜂処理 ★インターホン取付 

リフォーム中

土地面積 209.24㎡（63.29坪）
建物面積   96.05㎡（29.05坪）

●可児市緑ヶ丘3丁目51番地 ●東鉄バス「緑ヶ丘団地」停徒歩2分
●木造瓦葺2階建 ●電気･上下水道･集中プロパンガス ●S56年5月築 
●北東側幅員約6mの公道に接面 【売主】

中部中学校
東明小学校

閑静な住宅地!!
トキワ幼稚園徒歩約3分!

580

中古住宅 可児市 緑ヶ丘3丁目

2,080
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 
●電気･上下水道･都市ガス ●北側公道と西側公道に接面 【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5台可!!

★外壁塗装 
★外構整備 
★クロスの貼替え 
★襖・障子の張替え 
★床の上張り  
★畳の表替え 
★キッチン・洗面台・
　トイレ交換

リフォーム

中古住宅 可児市 皐ヶ丘9丁目

3,280
土地面積 414.68㎡（125.44坪）
建物面積 216.82㎡（65.59坪）
車庫面積　56.44㎡（17.00坪）

●可児市桜ヶ丘4丁目7番地 ●建物：木造瓦葺2階建 車庫：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 
●H14年7月築 ●東鉄バス「桜ヶ丘4丁目」停徒歩2分 
●電気･上下水道･都市ガス ●南東側幅員約6mの公道に接面 【代理】

東可児中学校
桜ヶ丘小学校平成14年築の6SLDK!!

坪庭・ホビールーム・ガレージ付き!
西友まで徒歩3分!!駐車5台可!!

優雅な浴室

中古住宅 可児市 桜ヶ丘4丁目

1,680
土地面積 182.85㎡（55.31坪）
建物面積 126.36㎡（38.22坪）

●多治見市東山2丁目6番6 ●木造スレート葺2階建 
●H23年5月築 ●JR中央本線「多治見」駅約4.3km 
●電気･上下水道･プロパンガス ●北側幅員約6mの公道に接面 【売主】

陶都中学校
共栄小学校

ゆとりの収納スペース!
駐車3台可!!

★階段床上張り 
★ガスコンロ交換 
★1Fトイレ
　ウォシュレット交換

リフォーム

中古住宅 多治見市 東山2丁目

土地面積 591.39㎡（178.89坪）
建物面積   86.95㎡（26.30坪）

●多治見市高田町白粉5-22他2筆 ●木造瓦葺1階建 
●S62年12月築 ●JR中央本線「多治見」駅5.1km ●中部電力･上水道･浄化槽･プロパンガス 
●北側公道に接面 【売主】

陶都中学校
共栄小学校

1,250
広々とした土地約178坪!
平屋建て!駐車10台可!!

中古住宅 多治見市 高田町白粉

★外壁塗装 
★外構整備 
★キッチン・
　トイレ・
　ユニットバス・
　洗面台の交換
★クロスの貼替え 
★障子・襖の張替え
★畳の表替え

リフォーム

土地面積 166.00㎡（50.21坪）
建物面積 113.56㎡（34.35坪）

●多治見市市之倉町1丁目1番地39 ●木造瓦葺2階建 
●H7年8月築 ●東鉄バス「北市之倉」停徒歩15分 ●電気･上下水道･プロパンガス 
●北西側幅員約4.5mの公道に接面 【売主】

南ヶ丘中学校
市之倉小学校

980
令和4年5月

リフォーム完成予定!
駐車2台可!!

中古住宅 多治見市市之倉町1丁目

★外壁塗装 
★給湯器・洗面台・
　トイレの交換
★クロスの貼替え 
★襖の張替え
★畳の表替え

リフォーム中


