
＊徒歩所要時間：道路距離８０ｍ＝１分 ＊リフォーム内容は工事の進捗状況により変更する場合があります。 ＊図面と現況に相違のある場合は現況を優先とします。

平成２９年２月４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/ 昭和５８年４月

●引渡/ 即

●取引態様/ 売主

☆ 平成2９年２月改装完了予定！

☆ 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

☆ 外壁塗装

●所在地/ 可児郡御嵩町御嵩

字向山１８２２番５４５

●交通/ 名鉄広見線「御嵩」駅

徒歩約２８分

●土地面積/ ２１１.５８㎡ （６４.０坪）

●建物面積/ ９５.２３㎡ （２８.８０坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●完成年月/ 平成２７年１２月

●引渡/ 即

●取引態様/ 売主

●所在地/ 可児郡御嵩町御嵩

字向山１８２２番４９３

●交通/ 名鉄広見線「御嵩」駅

徒歩約２９分

●土地面積/ ２１１.６５㎡ （６４.０２坪）

●建物面積/ ９５.２３㎡ （２８.８０坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●完成年月/ 平成２８年１月

●引渡/ 即

●取引態様/ 売主

●所在地/ 可児郡御嵩町御嵩

字向山１８２２番６９

●交通/ 名鉄広見線「御嵩」駅

徒歩約２８分

●土地面積/ ２２１.１２㎡ （６６.８８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２月

●引渡/ 即

●取引態様/ 売主

☆ 平成28年１１月 改装完了！

☆ 外壁塗装 ☆ 外構整備

☆ キッチン交換 ☆ 浴槽交換

☆ 襖の張替え ☆ 畳の表替え

☆ 間取り変更

☆ 宅内ガス管

交換

●所在地/ 可児市愛岐ヶ丘５丁目１２９番

●交通/ 東鉄バス「愛岐ヶ丘５丁目」停

徒歩約２分

●土地面積/ ２０３.７７㎡ （６１.６４坪）

●建物面積/ １２８.９６㎡ （３９.０１坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月/ 昭和５５年１２月

●引渡/ 即

●取引態様/ 代理

※車種によります

☆ 平成29年２月改装完了予定！

☆ 外壁塗装 ☆ 屋根葺き替え

☆ キッチン交換 ☆ 浴室交換

☆ 洗面台交換 ☆ トイレ交換

☆ 給湯器交換

☆ 2階 和室を

洋室へ変更

●所在地/ 可児市大森字奥山１５０１番２９４８

●交通/ ＪＲ太多線「根本」駅徒歩約３２分

●土地面積/ ２０８.３８㎡ （６３.０３坪）

●建物面積/ ９４.３９㎡ （２８.５５坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●築年月/ 平成６年１１月

●引渡/ 改装後

●取引態様/ 売主

☆ 平成29年３月改装完了予定！

☆ 外壁塗装 ☆ 屋根塗装 ☆ 畳の表替え

☆ 襖の張替え ☆ クロスの張替え

住所 ：岐阜県可児市下恵土５４８７番地３

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

※車種によります

●所在地/ 可児市今渡字町

●交通/ 名鉄広見線「日本ライン今渡」駅

徒歩約１２分

●土地面積/ ２０２.９６㎡(６１.３９坪)

●建物面積/ １０６.００㎡（３２.０６坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●完成予定年月/ 平成２９年３月

●引渡/ 完成後

●取引態様/ 仲介

建築確認 ： 第ＫＳ116-1510-02052号

※土地面積はセットバック後の面積です

●所在地/ 可児郡御嵩町中字西田８８１－１７

●交通/ 名鉄広見線「御嵩口」駅 徒歩約９分

●土地面積/ ２２０.８０㎡ （６６.７９坪）

●建物面積/ ９６.６７㎡ （２９.２４坪）

●建物構造/ 木造瓦葺平家建

●築年月/ 平成７年２月

●引渡し/ 即

●取引態様/ 売主

●所在地/ 可児市大森台２丁目１６番

●交通/ さつきバス「大森台」停

徒歩約４分

●土地面積/ ２７０.５５㎡ （８１.８４坪）

●建物面積/ ６３.７５㎡ （１９.２８坪）

●建物構造/ 軽量鉄骨造

スレート葺２階建

●築年月/ 昭和５２年３月

●引渡/ 改装後

●取引態様/ 売主

●所在地/ 可児市清水ヶ丘３丁目２２番

●交通/ ＪＲ太多線「下切」駅徒歩約２９分

●土地面積/ ２７４.２７㎡ （８２.９６坪）

●建物面積/ １０１.０４㎡ （３０.５６坪）

●建物構造/ 木造スレート葺２階建

●完成年月/ 平成２９年１月

●引渡/ 即

●取引態様/ 売主

●所在地/ 可児市下恵土

●交通/ 名鉄広見線「新可児」駅

徒歩約１４分

●土地面積/ ２８８.７４㎡ （８７.３４坪）

●建物面積/ １４５.７０㎡ （４４.０７坪）

●建物構造/ 木造瓦葺２階建

●築年月/ 平成２１年９月

●引渡/ 相談

●取引態様/ 仲介

● 所在地/ 可児郡御嵩町古屋敷字中屋敷７２０番４ 他

● 交通/ 名鉄広見線「御嵩口」駅徒歩約１２分

● 地目/ 田 ● 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/ ２００％

● 設備/ 中電・上下水道・個別プロパンガス

● 接道/ 東側と西側の公道に接面

● 引渡/ 相談 ●取引態様/ 売主
・ 東側道路

セットバック要

● 所在地/ 多治見市虎渓山町６丁目２０-１

● 交通/ 東鉄バス「虎渓山６丁目」停徒歩約２分

● 地目/ 宅地 ● 都市計画/ 市街化区域

● 用途地域/ 準工業地域

● 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/ 南側と西側の公道に接面

● 引渡/ 相談 ●取引態様/ 代理

☆ 平成2７年５月に大改装しました！

・水周りの交換

・間取り変更

・内装材の張替え等

●所在地/ 可児郡御嵩町伏見

●交通/ 名鉄広見線「明智」駅徒歩約４分

●土地面積/ ２５０.２６㎡ （７５.７０坪）

●建物面積/ ８４.４６㎡ （２５.５４坪）

●建物構造/ 木造瓦葺平家建

●築年月/ 昭和５３年８月

●引渡/ 相談

●取引態様/ 仲介

●所在地/ 多治見市姫町５丁目１番１７８

●交通/ JR太多線「下切」駅

徒歩約６分

●土地面積/ ２４６.３９㎡ （７４.５３坪）

●建物面積/ １５６.８０㎡ （４７.４３坪）

●建物構造/ 木・軽量鉄骨造

亜鉛メッキ鋼板葺２階建

●築年月/ 昭和４７年３月

●引渡/ 平成２９年４月以降

●取引態様/ 代理 ☆ 平成2９年２月リフォーム中！

☆ キッチン新品 ☆ 洗面台新品

☆ トイレ新品

☆ クロス張替え

☆ 襖の張替え

☆ 畳の表替え

☆ 外構整備

など

- 建築中 -

●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

●完成年月/ 平成２８年９月

●引渡/ 即

●取引態様/ 代理

※車種によります

・ 土地面積に

法面含む


