
HP◆QRコード
ライフパートナー 山形

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４年７月末

新庄市大字本合海

築２年オール電化住宅◆４ＬＤＫ
駐車スペース土間コンクリート敷

で検索

山形市相生町

３ＬＤＫ◆オール電化住宅
ｼｭｰｽﾞｸﾛｰｸ･ﾊﾟﾝﾄﾘｰ収納豊富♪

山形市西田４丁目

【戸建】 　   　 ３,２８０万円

1F店舗事務所◆2F居宅8LDK

山形市十日町２丁目

【ﾏﾝｼｮﾝ】　　  １,１５０ 万円

●土地／184.88㎡(55.92坪)
●建物／103.72㎡(31.37坪)
●構造／木造2階建
●築年月／令和4年4月
●学区／桜田小・蔵王一中
●交通／桜田西バス停徒歩6分
●備考／駐車３台

【ﾏﾝｼｮﾝ】 　　　　６４０万円

ﾌｧﾐｰﾙ十日町◆1000万円以下！

【店舗兼住宅】 　 ５００万円

JR駅徒歩利用可！【建築条件無】

上山市石堂

●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】   　  １,２５０ 万円

・玄関収納でｽｯｷﾘ
・2Fホールに作業台
机としても利用可
・オープン収納
おしゃれなカフェ
のような空間です
いつでも内覧可♪

・ＬＤＫ19帖以上
・リビング階段
・各階トイレ
・ｳｫｰｸｲﾝｸﾛｰｾﾞｯﾄ
・全居室ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
いつでも内覧可♪
西小学校…650ｍ

〈築6年〉ｵｰﾙ電化住宅  ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ付 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様にリノベーション！

南陽市池黒

●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12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

【戸建】　　   １,０９９万円

●土地／247.96㎡(75.00坪)
●建物／128.63㎡(38.91坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ+ロフト)
●築年月／平成27年9月
●学区／みはらしの丘小・山形九中
●交通／ふれあいｾﾝﾀｰ口ﾊﾞｽ停徒歩6分
●備考／カーポート2台分

200坪以上の広い土地【建築条件無】

山形市新開２丁目

●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】       １,１７０ 万円

高畠町大字高畠

【戸建】　　   １,９５０万円

町役場・高畠病院・ｽｰﾊﾟｰ徒歩圏！

●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)

●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／小学校まで約350ｍ

山形市みはらしの丘1丁目

山形市下条町５丁目

【戸建】　 　　２,０８０万円

R1年10月水廻りリフォーム済！
日当たりのよいリビングが魅力♪

●土地／120.00㎡(36.29坪）
●建物／91.91㎡(27.80坪)
●構造／木造２階建
●築年月／平成25年9月
●学区／山形七小・山形二中
●交通／下条口バス停徒歩4分
●備考／居住中、内覧要予約

●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

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

酒田市浜田2丁目

【戸建】　 　  ２,６００ 万円

〈築8年〉太陽光発電搭載住宅

山形市東青田３丁目

【土地】　 　  １,７００ 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／築古建物有解体渡し

都市ｶﾞｽ利用可 整形地【建築条件無】

●土地／170.00㎡ (51.42坪)
●建物／99.36㎡ (30.05坪)
●構造／木造2階建
●築年月／令和2年9月
●学区／西小・山形二中
●交通／江南入口バス停徒歩1分
●備考／駐車2台,ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ済

高畠町大字糠野目

無垢材使用・屋根裏収納付3LDK

【戸建】　　　 ２,４８０万円

●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　

●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／浜田小・酒田第二中
●交通／JR酒田駅徒歩11分
●備考／ｵｰﾙ電化,駐車3台,南道路

上山市南町

小学校近く◆Wｷｯﾁﾝの二世帯住宅

【戸建】  　   １,２８０ 万円【戸建】　　   ２,５００万円

山形市荒楯町2丁目

南道路の好立地！全居室6帖以上

●土地／239.88㎡(72.56坪)
●建物／151.93㎡(45.95坪)
●構造／木造2階建(６ＬＤＫ)
●築年月／平成12年1月
●学区／南小・山形六中
●交通／荒楯町二丁目バス停徒歩2分
●備考／居住中、未登記小屋有

山形市木の実町

【戸建】　 　　   ９８０万円

●土地／74.87㎡(22.64坪)
●建物／87.13㎡(26.35坪)
●構造／木造2階建(3ＬＤＫ+納戸)
●築年月／平成7年12月
●学区／山形一小・山形三中
●交通／JR山形駅徒歩10分
●備考／ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼替,ｴｱｺﾝ3台

R3.1月ｷｯﾁﾝ･便座交換･ｸﾛｽ貼替

山形市桜田西１丁目

●土地／1270.40㎡ (384.29坪)
●建物／269.13㎡ (81.41坪)
●構造／木造2階建(５LＤＫ+納戸)
●築年月／平成28年11月
●学区／愛宕小・米沢二中
●交通／JR南米沢駅徒歩12分
●備考／電動ｼｬｯﾀｰ付ｶﾞﾚｰｼﾞ

米沢市徳町

【戸建】　     １,９８０万円

●土地／208.71㎡ (63.13坪)
●建物／129.00㎡ (39.02坪)
●構造／木造2階建(５LＤＫ)
●築年月／平成26年3月
●学区／横山小・三川中
●交通／横山八幡裏バス停徒歩5分
●備考／省令準耐火構造

〈築８年〉小学校まで300ｍ♪ JR駅利用便利♪建築条件無106坪

上山市北町２丁目

●土地／352.28㎡(106.56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／上山小・上山北中
●交通／JRかみのやま温泉駅徒歩10分
●備考／築古建物有解体渡し

【土地】   　 　 ８００ 万円【戸建】　　   １,７８０万円

三川町大字横山

【戸建】　　 　 ６,０００万円

米沢市林泉寺1丁目

〈築６年〉ハイグレード設備充実！

●土地／164.29㎡ (49.69坪)
●建物／149.44㎡ (45.20坪)
●構造／木造2階建(５ＤＤＫＫ+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

●土地／332.76㎡ (100.65坪)
●建物／167.27㎡ (50.59坪)
●構造／木造2階建(５ＤＫ+納戸)
●築年月／平成12年9月
●学区／西郷小・楯岡中
●交通／河島山ﾆｭｰﾀｳﾝ北バス停徒歩4分
●備考／駐車3台(内カーポート2台)

村山市河島山

【戸建】　 　 　  ９３０万円

河島山ニュータウン◆家庭菜園有

【戸建】　　 　 ２,４８０万円

●土地／320.77㎡(97.03坪）
●建物／100.19㎡(30.30坪)
●構造／木造２階建（駐車場5台以上可)
●築年月／平成23年2月
●学区／北部小・米沢四中
●交通／総合公園口バス停徒歩4分
●備考／子供部屋間仕切り可

【新築建売】　 ３,０８０ 万円

●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

山形市青田２丁目

【戸建】　　   ３,０８０万円

築11年のｵｰﾙ電化住宅３ＬＤＫ
徒歩圏内に生活便利な店舗充実♪

子育て世代に
お薦めの住環境！
・イオン…約 700ｍ
・保育･幼稚園･公園
徒歩圏内にあり
・通学路歩道整備有
いつでも内覧可♪

令和4年5月リノベーション完成♪
シャンポール六日町◆１ＬＤＫ

●専有／51.74㎡(15.65坪)
●構造／SRC造6階建の5階
●築年月／昭和55年11月●管理料･修繕
積立金／13,000円･8,000円
●学区／山形四小・山形五中
●交通／六日町バス停徒歩1分
●備考／都市ガス

浴室 ,洗面化粧台 ,
トイレ ,キッチン
水廻り全て新品
・開口部南側
・眺望良好

いつでも内覧可♪

築９年オール電化住宅◆４ＬＤＫ
駐車３台・バイクガレージ有

日当たり良くﾌﾟﾗｲ
ﾊﾞｼｰを確保しやす
い2階ﾘﾋﾞﾝｸﾞ設計
・LDKに続和室有
・各階トイレ
・全居室収納有

東根市神町北4丁目

【新築】　  　 ３,７８０万円

太陽光発電搭載モデルハウス販売！

●土地／201.31㎡ (60.90坪)
●建物／137.04㎡ (41.37坪)
●構造／木造2階建(３LDK+ｲﾝﾅｰｶﾞﾚｰｼﾞ)
●築年月／令和4年1月
●学区／神町小・神町中
●交通／JR神町駅徒歩14分
●備考／全館空調,ｱﾌﾟﾛｰﾁﾋｰﾀｰ付


