
☆ 平成２8年２月改装済み！

☆ 外壁塗装

☆ クロス張替え

☆ 障子・襖の張替え

☆ ガスレンジ新品

☆ 給湯器新品

☆ 床の張替え（一部）

☆ クッションフロア張替え

●所在地/ 可児市鳩吹台5丁目１２７番

●交通/ 名鉄広見線「西可児」駅

徒歩約２４分

●土地面積/ １９０.１３㎡ （５７.５１坪）

●建物面積/ ６７.４６㎡ （２０.４０坪）

●建物構造/ 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺

２階建

●築年月日/ 昭和４９年１２月

●引渡/ リフォーム後渡し

●取引態様/ 代理

●所在地/ 多治見市大針町５-５９

●交通/ ＪＲ太多線「姫」駅徒歩約１０分

●土地面積/ １６５.５５㎡ （５０.０７坪）

●建物面積/ ７６.００㎡ （２２.９９坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月日/ 昭和４７年２月

●引渡/ 即

●取引態様/ 売主

●所在地/ 可児市川合字梅白４５７番１

●交通/ 名鉄「日本ライン今渡」駅徒歩約２５分

●地目/ 宅地 ●都市計画/ 非線引区域

●用途地域/ 指定なし

●建ぺい率/ ７０％ ●容積率/ ２００％

●設備/ 中電・上下水道・個別プロパンガス

●接道/ 東側と北側の公道に接面

●引渡/ 即 ●取引態様/ 売主

（ Ｉ 区画 ）

☆ 平成２６年６月改装済み

☆ 外壁塗装

☆ 外構整備

☆ たたみ表替え

☆ キッチン新品

☆ 洗面台新品

☆ 襖・クロス張替え

☆ 平成２7年10月 玄関一部増築済み

●所在地/ 可児市若葉台4丁目１４８番

●交通/ 名鉄広見線「西可児」駅徒歩約１２分

●土地面積/ １５４.６２㎡ （４６.７７坪）

●建物面積/ ９４.３９㎡ （２８.５５坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●完成予定年月/ 平成２８年８月

●引渡/ 完成後 ●取引態様/ 代理
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●所在地/ 可児市皐ヶ丘８丁目１８２

●交通/ 東鉄バス「皐ヶ丘６丁目」停徒歩約４分

●地目/ 宅地 ●都市計画/ 非線引区域

●用途地域/ 第一種低層住居専用地域

●建ぺい率/ ５０％ ●容積率/ ８０％

●設備/ 中電・上下水道・都市ガス

●接道/ 北側の公道に接面

●引渡/ 即 ●取引態様/ 売主

●所在地/ 可児市久々利２７６６番１

●交通/ 名鉄広見線「明智」駅約４.２ｋｍ

●土地面積/ １５６.５９㎡ （４７.３６坪）

●建物面積/ １４１.２２㎡ （４２.７１坪）

●建物構造/ 木造スレート・瓦葺２階建

●築年月日/ 平成６年７月

●引渡/ 即 ●取引態様/ 売主

※車種によります

☆建築中です！

●所在地/ 可児市下切

●交通/ ＪＲ太多線「下切」駅徒歩約１２分

●地目/ 宅地 ●都市計画/ 非線引区域

●用途地域/ 第一種低層住居専用地域

●建ぺい率/ ６０％ ●容積率/ ８０％

●設備/ 中電・上下水道・個別プロパンガス

●接道/ 北側と西側の公道に接面する角地

●引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介
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☆ 外構整備

☆ 和室じゅらく塗装

☆ 畳の表替え

●所在地/ 可児市今 Ｂ区画

● 交通/ ＪＲ太多線「下切」駅徒歩約１５分

● 地目/ 雑種地 ●都市計画/ 非線引区域

●用途地域/ 指定なし

● 建ぺい率/ ６０％ ● 容積率/ １９２％

● 設備/ 中電・上水道・合併浄化槽

個別プロパンガス

● 接道/ 北西側の公道に接面

● 引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介

☆ 広い敷地100坪

☆ 陽当り・眺望良好

☆ 側溝新設後渡し

●所在地/ 可児市みずきヶ丘２丁目

●交通/ さつきバス「みずきヶ丘２丁目」停

徒歩約２分

●土地面積/ ２０５.１６㎡(６２.０６坪)

●建物面積/ １３０.０８㎡（３９.３４坪）

●構造/ 木造セメント瓦葺２階建

●築年月/ 平成１２年４月

●引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介

●所在地/ 可児市今

●交通/ さつきバス「今北」停

徒歩約６分

●土地面積/ １６９.２８㎡ （５１.２０坪）

●建物面積/ １１５.０５㎡ （３４.８０坪）

●建物構造/ 軽量鉄骨造瓦葺２階建

●築年月日/ 平成５年１１月

●引渡/ 相談

●取引態様/ 仲介

●所在地/ 多治見市松坂町５丁目７番９２

●交通/ ＪＲ太多線「根本」駅徒歩約１４分

●土地面積/ １８８.００㎡ （５６.８７坪）

●建物面積/ １０１.５０㎡ （３０.７０坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月日/ 平成２７年２月

●引渡/ 即 ●取引態様/ 代理

ＬＤＫ

浴室
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●所在地/ 可児市下恵土

●交通/ 名鉄広見線「新可児」駅徒歩約１３分

●構造/ 鉄筋コンクリート造１５階建

●築年月/ 平成２０年２月

●駐車場/ 有 ６，０００円/月

●専有面積/ ８７.６８㎡(２６.５２坪)

●バルコニー面積/ １９.４６㎡(５.８８坪)

●管理費/ ９,３００円/月

●修繕積立金/ １０,１００円/月

●設備/ 中部電力、上下水道、

プロパンガス

●引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介

☆ リフォーム内容はお問合せください

完成予想図
（南側立面図）


