★★

今週の

★ 新 築 ★★★ 多治見市金岡町2丁目 一戸建て

土 日

3,490

万円

（税込）

4LDK

3号棟

お支払い例

お支払い例

頭金・ボーナス払い0 円
月々
円
支払
,

92 536

※その他別途諸費用が必要です

【取引態様】仲介

借入金額：3490万円
ローン：変動金利型
金利：0.625%
35 年返済の場合

※十六銀行 2019 年 1 月時点

3,390

万円

（税込）

4LDK

●土地 / 211.34 ㎡（63.93 坪） ●建物面積 /105.99 ㎡（32.06 坪）
●構造 / 木造 2 階建 ●築年月 /H30 年 12 月 ●駐車場 / 有 (2 台 ) ●
交通 /ＪＲ中央本線 多治見駅 徒歩 15 分
●引渡時期 / 相談 ●建築
確認番号 / 第 KS118-0510-01959 号 ●土地権利 / 所有権 ●設備 / 上
水、個 別プロパン、下 水、中 部 電 力、シ
ステムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗
面化粧台、床下収納、WIC、バルコニー、
頭金・ボーナス払い 円 借入金額：3390万円
ローン：変動金利型
フローリング、TV ドアホン、温水洗浄暖房
月々
金利：0.625%
便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機
35 年返済の場合
支払
,
●間取り /4LDK ●校区 / 精華小学校、
陶都中学校
※その他別途諸費用が必要です ※十六銀行 2019 年 1 月時点

0

89 884 円

●土地 / 199.78 ㎡（60.43 坪） ●建物面
積 /106 ㎡（32.06 坪） ●構造 / 木造 2 階建
●築年月 /H30 年 12 月 ●駐車場 / 有 (2
台 ) ●交 通 /ＪＲ中 央 本 線 多 治 見 駅 徒 歩
15 分
●引渡時期 / 相談 ●建築確認番号
/ 第 KS118-0510-01958 号 ●土地権利 / 所
有権 ●設備 / 上水、個別プロパン、下水、
中部電力、システムキッチン、給湯、追い焚き、
洗髪洗面化粧台、床下収納、WIC、バルコニー、
フローリング、TV ドアホン、温水洗浄暖房便座、
カウンターキッチン、浴 室 乾 燥 機 ●間 取り
/4LDK ●校区 / 精華小学校、陶都中学校

現地案内図
多治見

ツタヤ

●

ユニクロ

●

●

マクドナルド

248

多治見IC

※契約済みの場合はご了承ください ※図面と現況に相違がある場合は現況を優先いたします

現地

ホテルルートイン●

岐阜県知事免許 (5) 第 3877 号（公社）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 中津川支店 可児支店 マイアミ支社（U.S.A） 東京オフィス

【多治見本店】

TEL.

ニンニンマルイ

0572-21-2201

KEIZ

●

ホンダ

●

アミカ●
サガミ

●

248

〒507-0035

16：00

！
開催！

★多治見駅まで徒歩15分 ★駐車2台可 ★精華小学校まで徒歩9分★

2号棟

10：00
〜

オープンハウス

残り2棟

ブロンコビリー

●

十六銀行●

住吉町5
シャトレーゼ

●

若松町3

多治見市金岡町2丁目4-3

岐阜県多治見市栄町 1-54-1 コアラビル 1F 【FAX】0572-24-6677 【営業時間】9:00 ～ 18:00（水曜定休日） 【HP】http://www.maruifudousan.co.jp/

中古戸建

松坂町4丁目

・JR太多線 根本駅徒歩10分
・はなれ有り

450 万円
3LDK+はなれ

●土地/公簿 191㎡（57.77坪）
●建物面積/76.17㎡（23.04坪）
●構造/木造 2階建●築年月/S51年5月
●駐車場/有(1台)
●交通/ＪＲ太多線 根本駅 徒歩10分
●引渡時期/相談
●土地権利/所有権
●校区/根本小学校、北陵中学校

中古戸建

北丘町7丁目

・平成30年9月リフォーム済み
・駐車3台可

小名田町6丁目

・南側道路 ・駐車2台可
・ハウスクリーニング済

890 万円

（税込）

5DK

1,190 万円
5LDK

明和町2丁目

・JR太多線 小泉駅まで徒歩13分
・駐車場3台可
●土地/公簿 183.3㎡（55.44坪）
●建物面積/105.16㎡（31.81坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/H13年4月
●駐車場/有(3台)
●交通/ＪＲ太多線 小泉駅 徒歩13分
●引渡時期/相談 ●土地権利/所有権
●間取り/4LDK+ウォークインクローゼット
●校区/根本小学校、北陵中学校

680 万円

・駐車2台可（カーポート付）
・全居室南向き ・納戸有り

中古戸建

土地

中古戸建

1,490 万円
4LDK＋WIC

◆ 査定・相談は無料です！
◆ チラシ・HPなどの販売活動は無料です！
（ご成約後に所定の手数料を頂きます）
◆ 売る・貸す、同時に査定・募集もできます！

4LDK＋S

1350万円→370万円値下
しました！
旧価格公示日 H30年8月6日
新価格公示日 H31年1月19日

1,198 万円

旭ケ丘8丁目

（税込）

3LDK

1,798 万円

・平成30年8月リフォーム済み
・駐車3台可

土

地

高田町11丁目

280 万円

・公園近く、高台の住宅地です
・高田公園まで徒歩1分（約70m）

（税込）

4LDK

●土地/公簿 298.11㎡（90.17坪）
●建物面積/120.48㎡（36.44坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/H2年3月
●駐車場/有(3台)
●交通/ＪＲ太多線 小泉駅 約4km
●引渡時期/相談●土地権利/所有権 【リフォーム内容】
・屋根・外壁塗装・クロス張替
・畳・襖・障子張替・網戸張替・キッチン・ユニット
●間取り/4LDK
バス・洗面台・トイレ交換・フロア上貼り・建具交換
・白蟻防蟻工事
●校区/北栄小学校、北陵中学校

土

地

明和町2丁目

800 万円

●土地/公簿 258.32㎡（78.14坪）
●建ペイ率/60% ●容積率/150%
●用途地域/第二種低層住居専用地域
●地目/宅地 ●交通/ＪＲ太多線 小泉駅
徒歩11分 ●引渡時期/相談 ●土地権利
/所有権 ●法令上の制限/宅地造成等規
制法・建築基準法第22条地域・高さ制限
12m ●校区/根本小学校、北陵中学校

TEL.

ニンニンマルイ

地

明和町2丁目

650 万円

●土地/ 202.251㎡（61.18坪）
●建ペイ率/60% ●容積率/150%
●用途地域/第二種低層住居専用地域
●地目/宅地 ●交通/ＪＲ太多線 小泉駅
徒歩15分 ●引渡時期/相談 ●土地権利
/所有権 ●法令上の制限/建築基準法第
22条、高さ制限12m、宅地造成等規制法
●校区/根本小学校、北陵中学校

・JR太多線 小泉駅徒歩11分
・南側道路につき日当り良好

【多治見本店】

土

・建築条件なし

●土地/公簿 182㎡（55.05坪）
●建ペイ率/60% ●容積率/200%
●用途地域/第一種中高層住居専用地域
●地目/山林 ●交通/ＪＲ中央本線 多治
見駅 約3.7km ●引渡時期/相談
●土地権利/所有権 ●法令上の制限/建
築基準法第22条地域
●校区/共栄小学校、陶都中学校

【リフォーム内容予定】
・
外壁塗装・システムキッ
チン新品交換・システム
バス新品交換・洗面化
粧台新品交換・温水洗
浄暖房便座新品交換
・シューズボックス新設
・給湯器新設・天井、壁
クロス張替え・フローリ
ング重ね張り・畳表替え
、襖・障子張替え・樹木
伐採、庭整地・白蟻防蟻
工事（5年保証）

希望ケ丘2丁目

【発行日】2019年1月22日【有効期限】2019年2月22日【取引態様】仲介 ※契約済みの場合はご了承ください※図面と現況に相違がある場合は現況を優先いたします

岐阜県知事免許 (5) 第 3877 号（公社）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 中津川支店 可児支店 マイアミ支社（U.S.A） 東京オフィス

〒507-0035

店舗

980 万円

・平成31年1月リフォーム完了予定
・東南角地・平屋建て・駐車2台可

中古戸建

事務所

物件大募集！！

・JR太多線 小泉駅徒歩11分
・駐車2～3台可（車種による）
●土地/公簿 221.02㎡（66.85坪）
●建物面積/115.93㎡（35.06坪）
●構造/RC 2階建 ●築年月/S55年9月
●駐車場/有(2台)
●交通/ＪＲ太多線 小泉駅 徒歩11分
●引渡時期/相談 ●土地権利/所有権
●間取り/4LDK+納戸
●校区/小泉小学校、小泉中学校

一戸建て アパート

売りたい方・貸したい方

3SLDK

幸町4丁目

●土地/ 189.59㎡（57.35坪）
●建物面積/74.51㎡（22.53坪）
●構造/木造 1階建
●築年月/S50年4月 ●駐車場/有(2台)
●交通/ＪＲ太多線 根本駅 約1.7km
●引渡時期/相談 ●土地権利/所有権
●間取り/3LDK
●校区/根本小学校、北陵中学校

●土地/ 189.59㎡（57.35坪）
●建物面積/74.51㎡（22.53坪）
●構造/木造 1階建 ●築年月/S50年4月
●駐車場/有(2台)
●交通/ＪＲ太多線 根本駅 約1.7km
●引渡時期/相談 ●土地権利/所有権
●間取り/3LDK
●校区/共栄小学校、陶都中学校

中古戸建

小名田町６丁目

●土地/200㎡（60.5坪）
●建物面積/121.87㎡（36.86坪）
●構造/軽量鉄骨造 2階建
●築年月/1990年5月
●交通/ＪＲ中央本線 多治見駅 約4.5km
●交通/東鉄バス
「小名田町5丁目」停徒歩
8分
●校区/共栄小学校、陶都中学校

●土地/公簿 187.96㎡（56.85坪）
●建物面積/92.74㎡（28.05坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/S56年5月
●駐車場/有(3台)
【リフォーム内容】
・壁・天井クロス貼替・1F和室
畳表替、障子・襖張替・キッチン交換、給湯器交換
●交通/ＪＲ太多線 根本駅 約1.7km
・LDKフローリング増し張り・インターフォン交換・
2F和室を洋室へ・2F洋室 フローリング増し張り
●引渡時期/相談
・トイレ 器具交換、床嵩上げ・CF仕上げ・洗面所
●土地権利/所有権 ●間取り/5DK
洗濯器具交換、床下地直し、CF仕上げ・玄関クロ
ーザー交換・駐車場2台分増設・ハウスクリーニン
●校区/根本小学校、南姫中学校
グなど

中古戸建

中古戸建

0572-21-2201

土

地

明和町4丁目

950 万円

・北東角地 ・明和幼稚園隣り
・小学校、中学校まで徒歩9分
●土地/ 274.52㎡（83.04坪）●建ペイ率/60%
●容積率/150% ●用途地域/第二種低層
住居専用地域 ●地目/宅地 ●交通/ＪＲ太
多線 根本駅 約1.9km ●引渡時期/相談
●土地権利/所有権 ●法令上の制限/宅地造
成等規制法、建築基準法第22条地域、高さ制限
12m、
ガケ条例 ●備考/解体費売主負担にて
更地渡し●校区/北栄小学校、北陵中学校

売買・賃貸の物件情報満載♪

ホームページで最新情報をチェック！
マルイ不動産 多治見

岐阜県多治見市栄町 1-54-1 コアラビル 1F 【FAX】0572-24-6677 【営業時間】9:00 ～ 18:00（水曜定休日） 【HP】http://www.maruifudousan.co.jp/

