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住所 岐阜県可児市下恵土５４８７番地３
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岐阜県知事免許（４）第３８９４号 （社）岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟

平成２８年７月９日発行

広告有効期限：発行日より１ヶ月

売却済みの際はご容赦下さい

●所在地/ 可児郡御嵩町中１６５２番５５

●交通/ 名鉄広見線「御嵩口」駅

徒歩約２３分

●土地面積/ ２０２.１１㎡ （６１.１３坪）

●建物面積/ ８５.６４㎡ （２５.９０坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月日/ 昭和５８年４月

●引渡/ 即

●取引態様/ 売主

☆ 平成28年５月

改装完了！

☆ 洗面台新品

☆ たたみ表替え

☆ ふすま張替え

☆ 障子張替え

☆ DK床張替え

☆ 全室照明器具付き

●所在地/ 可児郡御嵩町中 B区画

●交通/ ふれあいバス「大庭岩井集会所」停徒歩約３分

● 地目/ 宅地・畑 ● 都市計画/ 非線引区域

●用途地域/ 第一種中高層住居専用地域

●建ぺい率/ ６０％ ● 容積率/ ２００％

● 設備/ 中電・上下水道・個別プロパンガス

● 接道/ 南側の公道に接面

● 引渡/ 相談 ●取引態様/ 仲介

☆ 「美濃太田」駅徒歩約３分！

通勤・通学に便利です！

☆ ７階！眺望・日当り良好！

バルコニーから花火鑑賞が

できます！

●所在地/ 美濃加茂市太田町 ７階

●交通/ JR高山本線「美濃太田」駅徒歩約３分

●構造/ 鉄筋コンクリート造８階建

●築年月/ 平成２０年２月

●専有面積/ ７６.８０㎡(２３.２３坪)

●バルコニー面積/ １１.５２㎡(３.４８坪)

●設備/ 中部電力、上下水道

●引渡/ 契約締結２ヶ月後

●取引態様/ 仲介

・ セットバック要

●所在地/ 可児市清水ヶ丘４丁目３番

●交通/ さつきバス「清水ヶ丘南」停

徒歩約３分

●土地面積/ １５１.６６㎡ （４５.８７坪）

●建物面積/ ９５.２４㎡ （２８.８１坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●完成年月/ 平成２８年４月

●引渡/ 即 ●取引態様/ 売主

●駐車場/ 有 ４,５００円/月

●管理費/ ９，０００円/月

●修繕積立金/ ４，２００円/月

・ ペット飼育細則によります

☆ オール電化！

☆ ロフト付き！

☆ Ｈ２７年施工済み

防蟻処理・外壁塗装

●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/ 可児郡御嵩町伏見

●交通/ 名鉄広見線「明智」駅

徒歩約２３分

●土地面積/ ２０７.４８㎡ （６２.７６坪）

●建物面積/ １２０.８９㎡ （３６.５６坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●築年月日/ 平成１１年１１月

●引渡/ 相談

●取引態様/ 仲介

●所在地/ 可児市皐ヶ丘１丁目

●交通/ さつきバス「皐ヶ丘１丁目」停

徒歩約７分

●土地面積/ ３４９.３６㎡ （１０５.６８坪）

●建物面積/ １１９.６５㎡ （３６.１９坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月日/ 昭和５９年１月

●引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介

●所在地/ 可児市川合字梅白

●交通/ 名鉄広見線「日本ライン今渡」駅

徒歩約２２分

●土地面積/ ２０４.４８㎡ （６１.８５坪）

●建物面積/ １２４.４７㎡ （３７.６５坪）

●建物構造/ 軽量鉄骨造セメント瓦葺２階建

●築年月/ 平成３年４月

●引渡/ 相談 ●取引態様/ 仲介

●所在地/ 可児市鳩吹台６丁目１１９番 他

●交通/ 名鉄広見線「西可児」駅

徒歩約２５分

●土地面積/ １９５３.３０㎡ （５９０.８７坪）

●建物面積/ ２１９.７８㎡ （６６.４８坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月日/ 昭和５５年２月

●引渡/ 相談

●取引態様/ 売主

別建屋あり

●建物面積/ １１９.１８㎡ （３６.０５坪）

●建物構造/ RC造陸屋根平家建

●築年月日/ 昭和５６年８月

●所在地/ 可児市羽生ヶ丘４丁目

●交通/ さつきバス「羽生ヶ丘５丁目」停

徒歩約３分

●土地面積/ ２１７.５４㎡ （６５.８０坪）

●建物面積/ １１７.５８㎡ （３５.５６坪）

●建物構造/ 木造スレート瓦葺２階建

●築年月日/ 昭和５９年４月

●引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介

●所在地/ 可児市愛岐ヶ丘４丁目

●交通/ 東鉄バス「愛岐ヶ丘５丁目」停

徒歩約１分

●土地面積/ ２１６.６０㎡ （６５.５２坪）

●建物面積/ ９７.７０㎡ （２９.５５坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月日/ 昭和５９年１月

●引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介

☆ カーポート付

※車種によります

●所在地/ 可児市皐ヶ丘４丁目

● 交通/ 東鉄バス「皐ヶ丘４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/ ６０％ ● 容積率/ ８０％

● 設備/ 中電・上下水道・都市ガス

● 接道/ 南西側の公道と南東側の公道(歩道）に接面する角地

● 引渡/ 即 ●取引態様/ 仲介

※面積の増減

相談可


