山形市高堂2丁目
【新築】

３,６００万円

山形市小荷駄町
【新築】

３,２８０

万円

天童市長岡北3丁目
【戸建】

【六小・六中学区】
市立図書館、
コンビニ近所の
静かな住宅地
ﾌﾗｯﾄ35 適用可

玄関横に大容量の
収納ｽﾍﾟｰｽ有！
建売物件では希少
な庭付き物件です。
小学校まで 300ｍ
コンビニ 200ｍ

●土地／200.97㎡(60.79坪)
●建物／94.60㎡(28.61坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ)
●築年月／令和2年10月
●学区／南沼原小・山形十中
●交通／梨の木バス停徒歩3分
●備考／オール電化、駐車３台

山形市双月町2丁目
２,０８０ 万円

【戸建】

山形市城西町4丁目
【戸建】

２,２００ 万円

●土地／340.36㎡(103.95坪）
●建物／109.59㎡(33.15坪)
●構造／木造2階建(４ＬＤＫ）
●築年月／昭和59年11月
●学区／長岡小・天童三中
●交通／JR高擶駅徒歩8分
●備考／カーポート2台分

山形市荒楯町1丁目
２,４８０万円

【戸建】

敷地200坪以上！前面道路6.5ｍ JR山形駅徒歩圏内・南道路接道 東南角地！生活便利な住宅地です
●土地／699.50㎡(211.59坪）
●建物／188.14㎡(56.91坪)
●構造／木造２階建(６ＤＫ)
●築年月／昭和57年10月
●学区／鈴川小・山形四中
●交通／和合四辻バス停徒歩1分
●備考／未登記物置有

東根市三日町3丁目
１,４８０万円

【店舗兼住宅】

●土地／241.62㎡(73.09坪）
●建物／190.46.㎡(57.61坪)
●構造／木造２階建(８ＬＤＫ)
●築年月／不詳
●学区／山形七小・山形二中
●交通／城西四丁目バス停徒歩3分
●備考／引渡R3.2月予定,都市ｶﾞｽ

南陽市池黒
【戸建】

１７３万円

●土地／297.48㎡(89.98坪）
●建物／133.40㎡(40.35坪)
●構造／木造２階建
●築年月／平成1年11月
●学区／南小・山形六中
●交通／日大山高前バス停徒歩2分
●備考／都市ガス供給区域内

酒田市亀ヶ崎7丁目
１,３８０万円

【戸建】

東根市一本木3丁目

大字寒河江字小和田
【戸建】

２,８００万円

築２年！築浅オール電化住宅
外構済・ｶｰﾎﾟｰﾄ2台分有ります

【戸建】

子供室 12 帖は
将来仕切り可能！

山形市久保田3丁目
【土地】

２,１５０ 万円

●土地／317.13㎡(95.93坪）
●建物／51.72㎡(15.64坪)
●構造／木造平家建(３ＤＫ）
●築年月／昭和60年12月
●学区／漆山小・宮内中
●交通／ﾌﾗﾜｰ長井線おりはた駅約500ｍ
●備考／駐車4台

山形市大字船町
【土地】

６００ 万円

●土地／358.00㎡(108.29坪）
●建物／200.96㎡(60.79坪)
●構造／木造2階建(５ＤＫＫ）
●築年月／昭和59年9月
●学区／松原小・酒田三中
●交通／亀ヶ崎6丁目バス停徒歩4分
●備考／都市ガス,消雪用井戸水有

上山市長清水1丁目
【土地】

５００ 万円

●土地／310.32㎡(93.87坪)
●地目／宅地
●都市計画／市街化調整区域
●建ぺい率・容積率／70％・200％
●学区／大郷小・山形七中
●交通／船町バス停徒歩3分
●備考／ｾｯﾄﾊﾞｯｸ要,規制緩和地区

●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,北東角地

築11年のオール電化住宅
駐車４台◆建物状態良好です♪
小学校まで 500ｍ
JR 駅徒歩圏内に有
電車利用が便利！
蓄熱暖房機 2 台
エアコン 3 台付
サンルーム有

●土地／200.33㎡(60.59坪)
●建物／109.30㎡(33.06坪)
●構造／木造2階建(４ＬＤＫ)
●築年月／平成20年10月
●学区／大森小・神町中
●交通／JRさくらんぼ東根駅約700ｍ
●備考／駐車4台、居住中

●土地／191.86㎡(58.03坪)
●建物／97.70㎡(29.55坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ+サンルーム)
●築年月／平成21年10月
●学区／西部小・米沢三中
●交通／JR西米沢駅約800ｍ
●備考／駐車４台

上山市弁天1丁目
９８０万円

【作業場】

駐車8台以上可◆作業場・事務所
●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

山形市西田４丁目
９５０万円

【土地】

●土地／187.63㎡(56.75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／江南公民館前バス停徒歩4分
●備考／築古建物有、解体渡し

鶴岡市美原町
【土地】
３７０ 万円

山形市中心部78坪【建築条件無】 93坪 1000万円以下【建築条件無】小中高と通学便利地【建築条件無】 南西角地！都市ガス供給エリア内
●土地／260.56㎡(78.81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／山形十小・山形三中
●交通／JR山形駅約1.2㎞
●備考／築古建物有解体渡し

１,０８０万円

【戸建】

食洗器付 , 外物置 ,
オール電化住宅

各階トイレ・洗面
化粧台有

●土地／244.93㎡(74.09坪)
●建物／119.65㎡(36.19坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ+ｻﾝﾙｰﾑ)
●築年月／平成31年2月
●学区／中部小・陵南中
●交通／JR西寒河江駅約480ｍ
●備考／居住中、駐車4台

米沢市矢来3丁目

小学校まで 600ｍ
JR 駅徒歩圏内に有
高校生の電車通学
にも便利！

1F店舗・2F,3F居宅ｽﾍﾟｰｽの1棟ﾋﾞﾙ 脱賃貸!200万円以下でﾏｲﾎｰﾑ購入 各居室8帖以上広々設計の日本住宅 西小学校まで約400ｍ【建築条件無】
●土地／156.63㎡(47.38坪)
●建物／375.72㎡(113.65坪)
●構造／鉄骨造3階建(４ＬＤＫ+店舗)
●築年月／昭和45年8月
●学区／東根小・東根一中
●交通／三日町バス停徒歩１分
●備考／駐車3台、2Fﾘﾌｫｰﾑ必要

１,９６０万円

子育て世代におすすめの物件です！
駅・児童遊戯施設・イオンが近所♪

雨の日を気にせず
洗濯物が干せる
作業台付ｻﾝﾙｰﾑ有

住宅瑕疵担保責任
保険加入物件
・登録免許税
・不動産取得税
・住宅ﾛｰﾝ控除
・すまい給付金
等税制優遇対象

寒冷地仕様ｴｱｺﾝ、
各階ﾄｲﾚ有

●土地／166.65㎡(50.41坪)
●建物／96.87㎡(29.30坪)
●構造／木造2階建(４ＬＤＫ)
●築年月／令和2年12月
●学区／山形六小・山形六中
●交通／市立図書館口バス停徒歩2分
●備考／オール電化、駐車３台

２,３８０万円

Ｒ2.10月リノベーション完成！
〈住宅ローン控除等対象物件〉

土地60坪◆庭付きの新築建売物件 国産木材使用◆オール電化
新品家具付きモデルルーム仕様
町屋モダンな新築建売住宅

寒河江市

●土地／165.28㎡(49.99坪）
●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／朝暘四小・鶴岡四中
●交通／JR鶴岡駅 約2.8km
●備考／築古建物有、現況渡し

※条件により買取不可の場合もあります。

即 現金買取り致します。 《無料相談！！ 無料査定！！秘密厳守！！》

売却時
の税金？

3000 万円の特別控除制度
（相続から 3 年以内の売却で利用可）
売却から売却後の申請まで当社がｻﾎﾟｰﾄ
動産の片付け費用や建物の解体費用

動産の
片付け

当社が立替、 売却後の精算で OK ！

現金化を
急ぎたい

直接当社が買取りするので近所や親族
に知られずにスムーズに現金化可能

いくらで
売れる？

物件の調査から査定書の作成、 相続人
への説明まで全て無料で行います。

費用立替サービス

不動産買取サービス

無料査定サービス

高く ・ 早く ・ スムーズ
に売却を実現します！
〈ﾒｰﾙでのご相談・査定依頼受付中！〉

H P◆ QRｺ ｰ ﾄ ﾞ

ライフパートナー 山形

で検索

広告有効期限
令和3年1月末

