山形市高堂２丁目
【未入居】

３,４８０ 万円

山形市青田２丁目
【戸建】

３,０８０万円

土地60坪◆希少な庭付き建売住宅 R1年10月水廻りリフォーム済！
モデルルーム仕様で新品家具付
日当たりのよりリビングが魅力♪
HP にて 360°ｶﾒﾗ
内部写真公開中！
いつでも内覧可♪
小学校 約 300ｍ
コンビニ 約 200ｍ

山形市十日町２丁目
６４０万円

【ﾏﾝｼｮﾝ】

【戸建】

●土地／307.69㎡(93.07坪）
●建物／168.92㎡(51.09坪)
●構造／木造２階建(４ＬＤＫ)
●築年月／昭和51年10月
●学区／南小・山形六中
●交通／元木バス停徒歩10分
●備考／いつでも内覧可

上山市弁天２丁目
【戸建】

９３０万円

２,３００万円

無垢材使用の二世帯住宅６ＬＤＫ
きれいな街並みの区画整理地内

R1. 水廻り全交換
・車庫電動ｼｬｯﾀｰ
・ｴｱｺﾝ3 台設置
・ｼﾛｱﾘ防除工事済
・内窓 ( 二重ｻｯｼ)
・宅配 BOX 設置
・TVﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ
・各階トイレ有

大容量の玄関収納有

●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

上山市金生西2丁目

酒田市浜田2丁目
【戸建】

２,６００ 万円

●土地／394.46㎡(119.32坪)
●建物／122.50㎡(37.05坪)
●構造／木造2階建(４ＬＤＫ)
●築年月／昭和55年9月
●学区／上山小・上山北中
●交通／JR茂吉記念館前駅1.1km
●備考／駐車3台(内ｶｰﾎﾟｰﾄ1台)

山形市東青田３丁目
【土地】

１,７００ 万円

１,２８０万円

【戸建】

●土地／334.28㎡ (101.11坪)
●建物／159.40㎡ (48.21坪)
●構造／木造2階建(６ＬＤＫ)
●築年月／平成13年11月(H15.2月増築)
●学区／上山南小・上山南中
●交通／JRかみのやま温泉駅徒歩18分
●備考／増築部未登記

高畠町大字糠野目
２,４８０万円

【戸建】

●土地／320.82㎡(97.04坪）
●建物／128.30㎡(38.81坪)
●構造／木造2階建(駐車4台)
●築年月／平成19年4月
●学区／糠野目小・高畠中
●交通／JR高畠駅徒歩11分
●備考／居住中、内部状態良好

山形市大字松原
【土地】

１,０００ 万円

南陽市池黒
【戸建】

１,０９９万円

高畠町大字高畠
【戸建】

１,９５０万円

Wキッチンの二世帯住宅！北西角地 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様にリノベーション！ 町役場・高畠病院・ｽｰﾊﾟｰ徒歩圏！
可愛らしい外観の平家建住宅です ゲストルーム付大きな建物
小学校近く通学安心の立地です♪
JR 駅 , スーパー ,
市役所近所で生活
便利な環境です♪
各階にキッチン、
トイレあり各世帯
で快適に暮らせる
設計の住宅です。

前面道路 12ｍ以上
整備された歩道有
Ｐ4 台 ( 内 2 台車庫)
浴室 1.25 坪
トイレ 3 ヶ所
状態良好です♪

市中心部1000万円以下のﾏﾝｼｮﾝ! ｻｯｶｰ場近く明るい雰囲気の住宅地 無垢材使用・屋根裏収納付3LDK
●専有／55.48㎡(16.78坪)
●構造／RC造12階建の8階(３ＬＤＫ)
●築年月／昭和57年1月●管理料･修繕
積立金／10,200円･21,710円
●学区／山形一小・山形一中
●交通／JR山形駅徒歩15分
●備考／リフォーム提案承ります

上山市南町

●土地／164.29㎡ (49.69坪)
●建物／149.44㎡ (45.20坪)
●構造／木造2階建(５ＤＫ+納戸)
●築年月／平成14年月不詳
●学区／上山南小・上山南中
●交通／JRかみのやま温泉駅徒歩11分
●備考／H21年月不詳増築

周辺各種店舗充実
高畠町中心部の
便利な環境に
300 坪以上の広々
プライベート空間
・家事室
・書斎
・屋根裏収納

水廻り全て寒冷地
仕様、建物内配管
全新品交換、外壁
全交換、ﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚ、
IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ、
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ1.25 坪

●土地／317.13㎡(95.93坪)
●建物／51.72㎡(15.64坪)
●構造／木造平家建（１ＬＤＫ）
●築年月／昭和60年10月
●学区／漆山小・宮内中
●交通／ﾌﾗﾜｰ長井線おりはた駅550ｍ
●備考／R3.10月ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ完成

●土地／1003.40㎡(303.52坪）
●建物／228.80㎡(69.21坪)
●構造／木造２階建(７ＬＤＫ)
●築年月／昭和56年4月
●学区／高畠小・高畠中
●交通／JR高畠駅4km
●備考／駐車4台以上(車庫2台分)

新庄市大字本合海
５００万円

【店舗兼住宅】

1F店舗事務所◆2F居宅8LDK
●土地／319.26㎡(96.57坪）
●建物／402.44㎡(121.73坪)
●構造／鉄骨造2階建(駐車3台)
●築年月／平成6年9月
●学区／本合海小・八向中
●交通／本合海局前バス停徒歩1分
●備考／小学校まで徒歩4分

相続した、あるいはこれから相続する

不動産に関する
お悩みありませんか？

山形市蔵王半郷
【土地】

７８０ 万円

築8年ｵｰﾙ電化住宅 太陽光発電搭載 都市ｶﾞｽ利用可 整形地【建築条件無】 JR蔵王駅近◆87坪【建築条件無】 蔵王一中学区◆81坪【建築条件無】
●土地／338.17㎡(102.29坪)
●建物／130.00㎡(39.32坪)
●構造／木造2階建(４ＬＤＫ+屋根裏収納)
●築年月／平成26年5月
●学区／酒田小・酒田第二中
●交通／JR酒田駅徒歩11分
●備考／南道路接道,駐車3台

山形市新開２丁目
【土地】

１,１７０ 万円

●土地／247.95㎡(75.00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／滝山小・山形六中
●交通／東青田三丁目バス停徒歩3分
●備考／建物解体更地渡し

上山市石堂
【土地】

１,２５０ 万円

●土地／287.76㎡(87.04坪）
●地目／宅地●都市計画／市街化調整
区域(既存集落区域拠点集落区域規制緩
和地区)●建ぺい率・容積率／70％・
200％●学区／南山形小・山形九中
●交通／JR蔵王駅徒歩6分
●備考／ｾｯﾄﾊﾞｯｸ要、更地渡し

上山市石崎１丁目
【土地】

９８０ 万円

●土地／268.58㎡(81.24坪）
●地目／宅地●都市計画／市街化調整
区域(既存集落区域規制緩和地区)
●建ぺい率・容積率／70％・200％
●学区／蔵王二小・蔵王一中
●交通／表蔵王口バス停徒歩7分
●備考／築古建物有解体渡し

米沢市塩井町塩野
【土地】

８００ 万円

※1

200坪以上の広い土地【建築条件無】 JR駅徒歩利用可！【建築条件無】 市中心部の約100坪【建築条件無】 米沢市北部ｴﾘｱのｱｸｾｽ良好地！
●土地／668.44㎡(202.20坪）
●地目／宅地●都市計画／市街化調整
区域(既存集落区域規制緩和地区)
●建ぺい率・容積率／70％・200％
●学区／楯山小・高楯中
●交通／JR南出羽駅約1.7㎞
●備考／水道管引込なし

●土地／597㎡(180.59坪）
●地目／畑(農地転用届出要)
●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かみのやま温泉駅徒歩15分
●備考／上下水道管引込なし

●土地／327.76㎡(99.14坪) ●地目／宅
地●用途地域／近隣商業地域・第2種
住居地域●建ぺい率／80％・60％●容
積率／200％・200％
●学区／上山南小、上山南中
●交通／JRかみのやま温泉駅約900ｍ
●備考／築古建物有解体渡し

●土地／330.00㎡(99.82坪)
●地目／宅地
●用途地域／指定なし
●建ぺい率・容積率／70％・200％
●学区／塩井小、米沢三中
●交通／JR西米沢駅約2.1ｋｍ
●備考／築古建物有解体渡し

即 現金買取り致します。 無料
《

相談！！無料査定！！秘密厳守！！》
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