
ライフパートナー 山形

上山市弁天1丁目

【作業場】　　１,１５０万円

上山市北部　駐車8台以上可

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4月末

山形市泉町

●土地／412.65㎡(124.82坪)
●建物／163.96㎡(49.59坪)
●構造／木造2階建
●築年月／昭和61年10月
●学区／上山小・上山北中
●交通／弁天バス停徒歩5分
●備考／作業場におすすめ

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

【家具付き】

TVﾎﾞー ﾄ゙、ｾﾝﾀー ﾃ ﾌー゙ﾙ、

ｿﾌｧ、ﾀ゙ｲﾆﾝｸ゙ﾃ ﾌー゙ﾙ、

ﾀｲﾆﾝｸ゙ﾁｪｱ

エアコン２台付

駐車2台

仙台市青葉区土樋1丁目

愛宕橋駅350ｍ〈仙台駅まで2駅〉
　　　　　　 　ﾍﾟｯﾄと暮らせます

●専有／71.32㎡(21.57坪）
●構造／RC造7階建の6階(３ＬＤＫ)
●築年月／平成13年12月
●管理費･修繕積立金／10,100円･16,950
円●学区／荒町小・五橋中
●交通／愛宕橋駅(仙台市地下鉄)徒歩5
分●備考／北西角部屋

最上階の角部屋！
キッチン新品★リフォーム

山形市東原町３丁目

2020年4月ﾘﾌｫｰﾑ

・ｷｯﾁﾝ新品入替

・ｸﾛｽ貼替

・畳表替

・ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等

綺麗な状態で入居

【ﾏﾝｼｮﾝ】 　　 ３,１５０ 万円

山形市旭が丘

【戸建】　　　１,１００万円

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

山形市双葉町1丁目

【ﾏﾝｼｮﾝ】      ２,２９０ 万円

山形駅西のタワーマンション

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

山辺町大字山辺

【戸建】　　 　１,８５０ 万円

●土地／579.44㎡(175.28坪）
●建物／113.65㎡(34.37坪)
●構造／木造平家建(２ＬＤＫ+納戸）
●築年月／平成7年11月
●学区／山辺小・山辺中
●交通／JR山辺駅徒歩13分
●備考／駐車2台、畑部分有

町役場近くの清水団地〈北西角〉
家庭菜園を楽しめる平屋住宅

公園向かいで
緑が身近な眺め

廊下幅広・浴室
1.5 坪以上・居室
全 8 帖以上の
ゆったり設計

西バイパス沿 嶋地区近郊の商業地

【ﾏﾝｼｮﾝ】　  　１,０８０ 万円

※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／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／R2.4月中旬ﾘﾌｫｰﾑ完了予定

山形市江南4丁目

【事務所】 　　１,４５０万円

●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

【新築建売】 　２,７００ 万円

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】　 　 ２,１００ 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

山形市高堂2丁目

【土地】　 　 １,５８０ 万円

●土地／200.97㎡(60.79坪) 
●地目／宅地
●用途地域／第1種低層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／50％・100％
●学区／南沼原小、山形十中
●交通／梨の木バス停徒歩3分
●備考／建築条件付(※1)

二方向道路に接続 60坪の整形地

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

売却力に自信アリ！
ご相談ください！

仙台駅より2駅のアクセ

ス良好な立地にあります

小・中学校へも近く通学

安心です。

二面採光で明るいLDK

ワイドバルコニー設計

学校の近くで暮らしたい
子育て世代におすすめ新築物件

●土地／113.05㎡(34.19坪)
●建物／95.22㎡(28.80坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ)
●完成予定／令和2年7月
●学区／東小・山形四中
●交通／花楯バス停徒歩6分
●備考／第R01ASC01015号

尾花沢市新町1丁目

【土地】　 　 　 ７００ 万円

●土地／422.63㎡(127.84坪) 
●地目／田（現況：畑）
●用途地域／第1種住居地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／尾花沢小、尾花沢中
●交通／新町地蔵堂バス停徒歩3分
●備考／農地転用許可要

尾花沢市役所500ｍ 市街地中心部

山形市下条町3丁目

【土地】　 　 ２,０００ 万円

●土地／325.00㎡(98.31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／西小、山形二中
●交通／下条バス停徒歩7分
●備考／築古建物有、解体渡し

建築条件無　西小へ約550ｍ

上山市長清水1丁目

【土地】　 　 　 ５００ 万円

●土地／207.07㎡(62.63坪) (国調)
●地目／宅地
●用途地域／第1種中高層住居専用地
域●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／上山南小、上山南中
●交通／JRかみのやま温泉駅約1.3㎞
●備考／北側ｾｯﾄﾊﾞｯｸ要

建築条件無　通学便利な立地

●土地／164.58㎡(49.78坪)
●建物／74.49㎡(22.53坪)
●構造／木造平家建
●築年月／平成14年7月
●学区／金井小・金井中
●交通／ＪＲ東金井駅約1.3km
●備考／駐車2台

●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、オール電化


