
ライフパートナー 山形

寒河江市越井坂町

【戸建】　　　１,５５０万円

JR寒河江駅1km以内の生活便利地

即 現金買取り致します。 無料相談！！ 無料査定！！ 秘密厳守！！

広告有効期限　令和2年2月末

山形市相生町

●土地／445.56㎡(134.78坪)
●建物／211.76㎡(64.05坪)
●構造／木造2階建(６ＬＤＫ)
●築年月／昭和57年月不詳
●学区／寒河江小・陵東中
●交通／JR寒河江駅約950ｍ
●備考／建物未登記

米沢市東2丁目

●土地／317.46㎡(96.03坪）
●建物／①85.47㎡②88.00㎡
●構造／木造2階建(４ＤＫ×2戸)
●築年月／昭和56年10月
●学区／米沢東部小・米沢一中
●交通／JR米沢駅約700ｍ
●備考／現在満室

貸家2棟◆長期安定型収益物件！

募件売 却 物 集

◆安心の無料査定･無料相談

離婚

新庄市上金沢町

【戸建】　　 　１,７８０ 万円

●土地／342.53㎡(103.61坪）
●建物／453.25㎡(137.10坪)
●構造／木･鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建(12LDK）
●築年月／平成7年5月
●学区／日新小・日新中
●交通／JR新庄駅約1.2㎞
●備考／駐車5台以上可

JR新庄駅へ徒歩圏内
3世代大家族で暮らせる大きな住宅

寒河江市上河原

【戸建】 　　  １,２８０万円

各世帯キッチン付大型二世帯住宅
2019.11月リフォームしました！

地下水利用の

消雪設備有！

1F車庫物置

2・3F居宅

小学校 300ｍ

通学安心！　

屋根塗装、ｸﾛｽ

貼替、畳表替、

ﾎﾞｲﾗｰ工事、

ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

暖炉有･ｼｬｯﾀｰ

付車庫有

【収益物件】  　 ９９０万円

〈芸工大生ﾌ゚ﾛﾃｭ゙ー ｽ〉

2019.11月ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

間取変更、水回り新品

(ｷｯﾁﾝ・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ・洗面化

粧台・ﾄｲﾚ)ｸﾛｽ貼替、ﾌﾛー

ﾘﾝｸ゙張替、照明器具交換

山形市東原町3丁目

最上階の角部屋　
スーパーやコンビニ近所です

●専有／48.60㎡(14.70坪）
●構造／RC造4階建の4階(２ＤＫ)
●築年月／平成3年2月
●管理費･修繕積立金／8,600円･8,600円
●学区／山形五小・山形一中
●交通／東原三丁目バス停徒歩4分
●備考／屋根付駐輪場

山形駅西のタワーマンション
　　　　　　ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰｳｴｽﾄ

山形市双葉町1丁目

利便性に優れた分譲ﾏﾝｼｮﾝ

ﾓﾆﾀー 付ｵ ﾄーﾛｯｸ・宅配BOX

ｵｰﾙ電化・ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ

ｴｽｺー ﾄﾎﾟー ﾁ・ｴﾚﾍﾞー ﾀー 2基

ﾊﾟー ﾃｨー ﾙｰﾑ・ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ利用可

立体駐車場

【ﾏﾝｼｮﾝ】 　 　　 ６５０ 万円

東根市中央4丁目

【戸建】　 　 ３,８００万円

●土地／236.27㎡(71.47坪)
●建物／132.49㎡(40.07坪)
●構造／木造2階建(５ＬＤＫ+収納室)
●築年月／平成27年9月
●学区／東根小・東根一中
●交通／JRさくらんぼ東根駅約2km
●備考／カーポート2台分有

築4年太陽光ﾊﾟﾈﾙ付ｵ－ﾙ電化住宅

山形市旭が丘

【戸建】　　　１,２００万円

南小近くの安心通学地◆北東角地

●土地／449.23㎡(135.89坪)
●建物／335.85㎡(101.59坪)
●構造／木造3階建(９ＤＤＫＫ)
●築年月／平成3年3月(H9.4月増築)
●学区／三泉小・陵東中
●交通／JR羽前高松駅約3km
●備考／駐車4台以上可

山形市上町3丁目

【事務所ｱﾊﾟｰﾄ】   ７５０ 万円

●土地／87.84㎡(26.57坪)
●建物／112.67㎡(34.08坪)
●構造／木造2階建(1K・2DK・事務所)
●築年月／昭和53年3月(S62.12増築)
●学区／山形二小・山形三中
●交通／JR山形駅約1.7㎞
●備考／駐車場2台(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ)

1F事務所2F住居おすすめ収益物件

高く･早く･スムーズ
に売却を実現します！

で検索

◆不動産のプロフェッショナル
　 　　公認不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏｽﾀｰ常駐

物件の現金化

※2

東根市中島通り1丁目

【戸建】　　 　３,１８０ 万円

●土地／239.32㎡(72.39坪）
●建物／140.35㎡(42.45坪)
●構造／木造2階建(４ＬＤＫ）
●築年月／平成28年10月
●学区／大森小・神町中
●交通／JR神町駅約2km
●備考／駐車4台可

築３年！希少な築浅物件登場！
太陽光ﾊﾟﾈﾙ搭載ｵｰﾙ電化住宅

設備充実！

床下ｴｱｺﾝ、ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

玄関横収納、24h

換気ｼｽﾃﾑ、ｳｯﾄﾞ

ﾃﾞｯｷ付芝生庭、

ｶｰﾎﾟｰﾄ2台分

Ｈ29年大人ﾓﾀﾞﾝ空間へﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

【ﾏﾝｼｮﾝ】　  　２,２９０ 万円

●専有／57.75㎡(17.46坪）
●構造／RC造9階建の4階(１ＬＤＫ)
●築年月／平成6年3月
●管理費･修繕積立金／10,800円･13,280
円●学区／東沢小・山形一中●交通／松
波バス停徒歩4分●備考／間取変更,床大
理石調ﾀｲﾙ,照明器具,ｸﾛｽ貼替等

※1 土地売買契約後 3か月以内に売主の指定する業者と建築請負契約することを条件に販売します。請負契約が成立しない場合 ,土地売買契約は白紙となり受領した金員は無条件にて返還いたしま
す。また ,土地購入者は原状回復の上 ,売主に引き渡していただきます。※2条件により買取不可の場合もあります。

●専有／60.32㎡(18.24坪）
●構造／RC造17階建の3階(２ＬＤＫ)
●築年月／平成21年2月
●管理費･修繕積立金／10,100円･13,610
円●学区／山形二小・山形三中
●交通／JR山形駅徒歩7分
●備考／居住中

山形市松波4丁目

【ﾏﾝｼｮﾝ】　　　１,１５０万円

●土地／130.29㎡(39.41坪）
●建物／78.66㎡(23.79坪)
●構造／木造２階建(５ＤＫ)
●築年月／昭和51年12月
●学区／南小・山形六中
●交通／元木バス停徒歩6分
●備考／駐車2台分確保可

【ﾏﾝｼｮﾝ】　  　１,２８０ 万円

●専有／57.35㎡(17.34坪）
●構造／SRC造6階建の6階(２ＬＤＫ)
●築年月／昭和55年11月
●管理費･修繕積立金／合計18,000円
●学区／山形四小・山形五中
●交通／JR北山形駅徒歩17分
●備考／家具付、いつでも内覧可

寒河江市仲谷地

【土地】　 　 １,３５０ 万円

●土地／357㎡(107.99坪) 
●地目／畑
●用途地域／第2種中高層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／中部小、陵南中
●交通／JR寒河江駅徒歩15分●備考／
農地転用許可要、建築条件有(※1)

ｺﾝﾋﾞﾆ約70ｍ　南道路幅員6ｍ

寒河江市西根1丁目

【土地】　 　　  ５３０ 万円

●土地／179.22㎡(54.21坪) 
●地目／宅地
●用途地域／第1種住居地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／西根小、陵東中
●交通／JR寒河江駅約1.2㎞
●備考／市役所･ｽｰﾊﾟー 1km内

寒河江市中心部！【建築条件無】

山形市桜田西1丁目

【土地】　 　 ２,３００ 万円

●土地／320.40㎡(96.92坪) 
●地目／宅地
●用途地域／第2種低層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／60％・150％
●学区／桜田小、蔵王一中
●交通／元木団地前バス停徒歩5分
●備考／築古建物有、解体渡し

山大病院まで1km圏内 建築条件無

山形市陣場2丁目

【土地】　 　 ２,２００ 万円

●土地／586.57㎡(177.43坪) 
●地目／宅地・畑
●用途地域／第2種低層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／60％・150％
●学区／金井小、金井中
●交通／JR東金井駅550ｍ
●備考／築古建物有、解体渡し

嶋地区で買い物便利な山形市北部

相続

任意売却

財産分与
住宅ﾛｰﾝ残

借入金の
返済苦悩

◆現金買取 ・ 即日対応

◆立替サービス

◆買取保証サービス

〈家具付〉ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾝｼｮﾝ
　　　　眺望良好な最上階♪

売却力に自信アリ！
ご相談ください！

山形市上町3丁目

【戸建】　　　 １,９８０万円

築４年のオール電化住宅【4LDK】
●土地／120.12㎡(36.33坪）
●建物／105.30㎡(31.85坪)
●構造／木造２階建(４ＬＤＫ)
●築年月／平成27年8月
●学区／山形二小・山形三中
●交通／JR山形駅1.6㎞
●備考／駐車2台

上山市宮脇

【ﾏﾝｼｮﾝ】　　　　 ８５０万円

全居室バルコニーに面してます

バス停に近く

高速バスの利用

も便利な立地！

JR山形駅約1.5㎞

いつでも内覧可

●専有／84.08㎡(25.43坪）
●構造／RC造41階建の9階(３ＬＤＫ)
●築年月／平成11年6月
●管理費･修繕積立金／8,410円･11,910
円●学区／上山南小・上山南中
●交通／JRかみのやま温泉駅約1.7㎞
●備考／北西角部屋


