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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12月末

築2年オール電化住宅◆４ＬＤＫ
建物状況調査済みで安心入居♪

で検索

山形市相生町 山形市西田４丁目

【戸建】 　   　 ３,２８０万円

山形市十日町２丁目

【ﾏﾝｼｮﾝ】　　  １,０８０ 万円

【ﾏﾝｼｮﾝ】 　　　　５５０万円

山形市中心部の分譲ﾏﾝｼｮﾝ

三方向道路の整形地【建築条件無】

寒河江市元町1丁目

●土地／251㎡(75.92坪）
●地目／雑種地
●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5分
●備考／上築古建物有解体渡し

【土地】   　  　 ９８８ 万円

・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7年〉ｵｰﾙ電化住宅  ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ付

●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／いつでも内覧可

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／水道管引込無し

【土地】       １,１７０ 万円

新庄市城南町

【戸建】　　   　 ３８０万円

前面道路消雪管有◆西側水路隣接

●土地／211.42㎡(63.95坪）
●建物／193.77㎡(58.61坪)
●構造／木造２階建(７ＤＫ+納戸)
●築年月／昭和46年7月
●学区／新庄小・新庄中
●交通／JR新庄駅徒歩18分
●備考／内装状態良好

山形市みはらしの丘1丁目

●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

中山町大字長崎

【土地】　 　　   ４８０ 万円

●土地／434.37㎡(131.39坪）
●地目／宅地
●用途地域／第2種住居地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／長崎小・中山中
●交通／JR羽前長崎駅徒歩12分
●備考／築古建物有解体渡し

町役場200ｍ 131坪【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　

【戸建】　　   ２,５００万円

山形市円応寺町

【新築建売】　  ３,５１０万円

●土地／135.86㎡(41.09坪)
●建物／97.73㎡(29.56坪)
●構造／木造2階建(3ＬＤＫ+納戸)
●完成予定／令和5年4月
●学区／山形三小・山形五中
●交通／JR北山形駅徒歩16分
●備考／第R04ASC-10142号

前面道路約5.8ｍ◆コンビニ近所♪

●土地／313.58㎡ (94.85坪)
●建物／121.45㎡ (36.73坪)
●構造／木造2階建
●築年月／昭和47年月不詳
●交通／ﾌﾗﾜｰ長井線長井駅約300ｍ
●備考／1F店舗2区画（現在空室)、
2F住居、駐車場6台、建物未登記

【店舗兼住居】  　 ４２０万円

長井市中道1丁目

交通量の多い幹線道路沿いです

【戸建】　　　 １,３５０ 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,宅配BOX

【戸建】　　   ３,０８０万円

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♪

山形市大字上東山

2Fリビング設計で明るいＬＤＫ
床暖房付のあったか住宅♪

●土地／384.04㎡ (116.17坪)
●建物／213.89㎡ (64.70坪)
●構造／木造2階建(３LDK+ｲﾝﾅｰｶﾞﾚｰｼﾞ)
●築年月／平成12年4月
●学区／高瀬小・高楯中
●交通／JR高瀬駅徒歩27分
●備考／駐車5台以上可

山形市青田２丁目

R1年10月水廻り全交換済！

築３年オール電化住宅◆３ＬＤＫ
区画整理地内の北西角地

山形市飯塚町

【戸建】　　    ２,２８０万円

〈築浅物件！〉
・外物置有
・ＬＤＫ16帖
・洗面所広々3帖
・各居室収納
・全居室6帖以上

●土地／204.75㎡ (61.93坪)
●建物／100.19㎡ (30.30坪)
●構造／木造2階建（３ＬＤＫ）
●築年月／令和元年5月
●学区／宮浦小・山形第三中
●交通／下飯塚バス停徒歩5分
●備考／駐車3台(ｶｰﾎﾟー ﾄ2台分)

山形市長町３丁目

【土地】　 　  １,２５０ 万円

●土地／238.00㎡(71.99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／千歳小・山形四中
●交通／JR羽前千歳駅徒歩13分
●備考／築古建物有、解体渡し

南西角地◆間口17.5ｍ【建築条件無】

長井市新町

【戸建】　　 　   ４５０万円

長井市役所1㎞圏内の住宅地

●土地／634.71㎡(191.99坪)
●建物／129.14㎡(39.06坪)
●構造／木造2階建（６ＤＫ）
●築年月／昭和41年6月
●学区／長井小・長井中
●交通／ﾌﾗﾜｰ長井線長井駅徒歩10分
●備考／附属建物物置有､水路隣接

山形市西崎

【土地】　 　  　 ７００ 万円

駐車場や資材置き場におすすめ！

●土地／661.00㎡(199.95坪）
●地目／雑種地
●都市計画／市街化調整区域
●建ぺい率・容積率／70％・200％
●交通／JR山形駅2.5㎞
●備考／建築基準法上の道路に接道無､
建築不可､前面道路上下水道埋設無

2020年屋根塗装
屋根電熱ﾋｰﾀｰ付
床暖房 ,浴室乾燥 ,
追焚機能 ,IHｺﾝﾛ,
土地一部分筆後の
引渡しの為、表示
面積と相違する場
合があります。

山形市横道

【戸建】　　    １,６８０万円

●土地／179.55㎡(54.31坪)
●建物／131.06㎡(39.64坪)
●構造／木造2階建（５ＤＫ）
●築年月／平成5年11月
●学区／宮浦小・山形三中
●交通／上飯塚バス停徒歩3分
●備考／外物置有、駐車2台

2022年11月リフォーム済
そのまま暮らし始められます♪

【ﾘﾌｫｰﾑ内容】
外壁・屋根塗装 ,
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ一部張替 ,
畳表替 ,ｸﾛｽ貼替 ,
ｴｱｺﾝ新品等
R1年ｷｯﾁﾝ交換
(ﾋﾞﾙﾄｲﾝｵｰﾌﾞﾝ)

上山市菖蒲

【戸建】　　 　   ３３０万円

広々とした蔵付古民家６ＤＫ

●土地／1637.91㎡(495.46坪)
●建物／181.81㎡(54.99坪)
●構造／木造2階建（６ＤＫ）
●築年月／築年月不詳
●学区／宮川小・宮川中
●交通／大門バス停徒歩10分
●備考／水廻りﾘﾌｫｰﾑ歴有

山形市城北町1丁目

【土地】　 　  １,８５０ 万円

●土地／243.81㎡(73.75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／山形七小・山形二中
●交通／JR北山形駅徒歩13分
●備考／築古建物有、解体渡し

七小まで500ｍ73坪【建築条件無】

●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】　 　  １,７００ 万円

山形市東青田３丁目

●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／上下水道管引込無し

JR駅徒歩利用可！【建築条件無】

【土地】   　  １,２５０ 万円

上山市石堂

山形市みはらしの丘1丁目

【戸建】　　   ２,８３０万円

●土地／284.80㎡(86.15坪)
●建物／127.52㎡(38.57坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ+ｻﾝﾙｰﾑ)
●築年月／平成28年2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8分
●備考／居住中､駐車3台

〈築6年〉全居室ｴｱｺﾝ付 ｶｰﾎﾟー ﾄ付　

山形市松波4丁目

【戸建】　　    ２,３００万円

●土地／333.00㎡ (100.73坪)
●建物／158.57㎡ (47.96坪)
●構造／木造2階建（４ＬＤＫ+車庫物置）
●築年月／平成13年10月
●学区／東原小・山形第一中
●交通／県庁前バス停徒歩3分
●備考／駐車2台､いつでも内覧可

1F車庫物置◆2F居宅４ＬＤＫ
広々とした南庭に面した明るい居室

1Fｶﾞﾚｰｼﾞ2台分
　物置10帖
2F庭に面した居宅
敷地面積100坪

附属小学校450ｍ
山形県庁350ｍ


