
広告有効期限：1ヶ月

　戸　建　情　報  

他にも たくさんお薦め物件公開中！

たかとみ不動産 検索

高富不 動 産 (有)
岐阜県知事(岐阜県知事(９)2770号)2770号 岐阜県宅地建物取引業保証協会岐阜県宅地建物取引業保証協会

〒501-210５〒501-210５

岐阜県山県市高富1088-３岐阜県山県市高富1088-３
e-maile-mail takatomifudousan@gmail.comtakatomifudousan@gmail.comTEL（0581）22-1911 ／ FAX（0581）22-1754TEL（0581）22-1911 ／ FAX（0581）22-1754

お客様専用フリーダイヤルお客様専用フリーダイヤル

まずまずは 無料相談。無料相談。

通話料も無料。通話料も無料。 ウラ面へGO！　　ウラ面へGO！　　

２０２０/３/８：有効期限1ケ月

初お目見え ４件

値下げしました ４件

　　　　　　　　　　掲載しました！！

初お目見え ４件

値下げしました ４件

　　　　　　　　　　掲載しました！！

初お目見え ４件

値下げしました ４件

　　　　　　　　　　掲載しました！！

高富字寺洞高富字寺洞高富字寺洞

 山県市

７３０万円
 土地：１４６.８２㎡ / 約４４.４１坪

 建物：１０５.９８㎡ / 約３２.０５坪

◇構造：木造・２階建 ◇築年数：平成３年 ◇現況：空家 ◇アク
セス：「蛍ヶ丘」バス停徒歩8分 ◇設備：上水道・プロパ・浄化
槽 ◇駐車場：3台可 ◇取引形態：仲介

     U-757
 高富小学校区

※現況と間取に相違がある場合は、現況を優先してください。

粟野西７丁目粟野西７丁目粟野西７丁目
 岐阜市

９９０万円

◇構造：木造・２階建 ◇築年数
：平成１６年 ◇現況：空家 ◇ア
クセス：「粟野西５丁目」バス停
徒歩13分 ◇設備：上水道・プロ
パン・浄化槽 ◇駐車場：３台以上
可 ◇取引形態：仲介

 元飲食店

高富字井戸尻高富字井戸尻高富字井戸尻

１,１００万円

 土地：２１１.４８㎡ / 約６３.９７坪

 建物：１０１.８５㎡ / 約３０.８０坪

◇構造：木造・２階建 ◇築年数：平成２年
◇現況：空家 ◇アクセス：「山県警察署前」
バス停徒歩5分 ◇設備：上水道・プロパン
・下水道 ◇駐車場：３台可 ◇取引形態：仲
介

 山県市

      U-706
 岩野田北小学校区

     U-767
 高富小学校区

価格相談

　出来ます！

茂地茂地茂地

４,３００万円

 岐阜市
     U-788
 三輪南小学校区

 土地：１２１０.００㎡ / 約３６６.０２坪

 建物：　２８５.３３㎡ / 　約８６.３１坪

１,３８０万円

◇構造：木造・２階建  ◇築年数：平成
13年◇現況：入居中 ◇アクセス：「茂
地」バス停徒歩４分 ◇設備：上水道・プ
ロパン・浄化槽◇駐車場：１５台以上 ◇
取引形態：仲介

ホームページホームページ
　 ＬＩＮＥ　 ＬＩＮＥ
公式アカウント公式アカウント

北

北

７９０万円

値下げ

しました！
値下げ

しました！

１,６４０万円

 土地：３４０.２５㎡ / 約１０２.９２坪

 建物：１１４.２７㎡ /　 約３４.５６坪

 住居 +

北

高富字松洞高富字松洞高富字松洞

１,１００万円

 山県市      U-494
 高富小学校区

 土地：２０７.９４㎡ / 約６２.９０坪

 建物：１６７.２７㎡ / 約５０.５９坪

◇構造：木造・２階建 ◇築年数：平
成10年 ◇現況：空家 ◇アクセス：
「森」バス停徒歩10分 ◇設備：上水
道・プロパン・浄化槽 ◇駐車場：2～
3台可 ◇取引形態：仲介

値下げ

しました！

初お目見え

２０２０年３月２０２０年３月２０２０年３月２０２０年３月

北

北

１階 ２階

２階１階

 飲食店



 土 地 情 報

賃 貸 情 報

山県市

３８０ 万円

◇面積：315㎡／ 約95.28坪　

◇坪単価約４万円 ◇用途地域：無指定 ◇地目：雑
種地 ◇現況：更地 ◇建ぺい率・容積率：60％・
200％ ◇アクセス：「二ツ橋」バス停徒歩5分 ◇
設備：上水道・プロパン・農業集落排水 ◇道路：
西側約4ｍ ◇取引形態：仲介

土
地

   　  Ｕ-490
 　梅原小学校区

梅原字上洞 梅原字上洞 梅原字上洞 
山県市

３００万円

◇面積：479.33㎡／ 約144.99坪　

◇坪単価約2万円 ◇用途地域：都計外 ◇地目：宅
地 ◇現況：古家付 ◇建ぺい率・容積率：- - ％・
- - ％ ◇アクセス：「上日原」バス停徒歩1分 ◇設
備：山水・プロパン・浄化槽 ◇道路：南側約1.7ｍ
◇取引形態：仲介

土
地

     Ｕ-794
 高富小学校区

      Ｕ-780
 いわ桜小学校区

片原字上ミ切 片原字上ミ切 片原字上ミ切 
山県市

　４５５万円

◇面積：168.94㎡／ 約51.10坪　

◇坪単価約8.9万円 ◇用途地域：第1種住居 ◇地目
：宅地 ◇現況：更地 ◇建ぺい率・容積率：60％・
200％ ◇アクセス：「森」バス停徒歩4分 ◇設備
：上水道・プロパン・下水道 ◇道路：北側約4.5ｍ
・西側約4ｍ ◇取引形態：仲介

土
地

高富字中島高富字中島高富字中島
初お目見え 価格相談

　出来ます！

山県市 令和元年１２月

大幅リフォーム済！貸家
大門字大門
 
大門字大門
 
大門字大門
 

◇共 益 費 ：--
◇駐 車 場  ：２台可
◇敷　　金：1ケ月
◇礼　　金：1ケ月
◇構　　造：木造・２階建
◇取引態様：仲介 　　

５万円／月

初お目見え

山県市

７００万円

◇面積：225.37㎡／ 約68.17坪　

◇坪単価約10.2万円 ◇用途地域：無指定 ◇地目：
雑種地 ◇現況：造成済 ◇建ぺい率・容積率：60
％・200％ ◇アクセス：「富岡小学校前」バス停
徒歩7分 ◇設備：上水道・プロパン・下水道 ◇道
路：西側約6ｍ（侵入道路 共有持分1/2）◇取引形態：売主

建
宅

地

   　  Ｋ-104
 　富岡小学校区

東深瀬字鴻ケ池東深瀬字鴻ケ池東深瀬字鴻ケ池 岐阜市

８８０万円

◇面積：355.50㎡／ 約107.53坪　

◇坪単価約8.2万円 ◇用途地域：第1種低層 ◇地目
：宅地 ◇現況：造成済 ◇建ぺい率・容積率：50％
・80％ ◇アクセス：「茂地」バス停徒歩2分 ◇設
備：上水道・プロパン・下水道 ◇道路：北東側約
4.2ｍ・南西側約5.2ｍ ◇取引形態：売主

建
宅

地

      Ｋ-114
 三輪南小学校区

茂地 茂地 茂地 
岐阜市

１,２８０万円

◇面積：252.58㎡／ 約76.40坪　

◇坪単価約16.7万円 ◇用途地域：第1種住居 ◇地
目：宅地 ◇現況：古家付 ◇建ぺい率・容積率：60
％・200％ ◇アクセス：「鏡島小学校前」バス停
徒歩4分 ◇設備：上水道・都市ガス・下水道 ◇道路
：北側約４～５ｍ ◇取引形態：仲介

土
地

     Ｕ-702
 鏡島小学校区

鏡島西１丁目鏡島西１丁目鏡島西１丁目
仲介手数料

 不要！ 仲介手数料

 不要！

　１,３８０万円

値下げ

 しました！

山県市
アパート

高木字阿原
 
高木字阿原
 
高木字阿原
 

◇共 益 費 ：3,000円/月
◇駐 車 場 ：2,000円/月
◇敷　　金：２ケ月
◇礼　　金：1ケ月
◇構　　造：鉄骨造・3階建
◇取引態様：仲介 　　

５万円／月

山県市
アパート

高富字寺洞
 
高富字寺洞
 
高富字寺洞
 

◇共 益 費 ：4,000円/月
◇駐 車 場 ：2,500円/月
◇敷　　金：なし
◇礼　　金：なし
◇構　　造：鉄筋コンクリート造
               　　　　　・3階建
◇取引態様：仲介 　　

３.95万円／月

※現況と間取図に相違がある場合は現況を優先して下さい。

高富不動産（有）の 協力会社  (有)建宅地 からのお知らせ

北

北北

高富中学校

近く！ ペット可！

初お目見え

・クロス手直し　・トイレ交換　・蛇口交換　・階段手すり取付　・水道水漏れ修理　・フェンス取付　・ブロック積

・物置造り　　　・ペンキ塗装　・棚作り　　・板金工事　　　　・除草作業　　　　・屋根とい修理　・軽土木

・各種家内手直し・大工仕事　　・電気工事　・室内屋外クリーニング清掃　など

どこに頼んだらいいか分からないような小さなお仕事、喜んでお引き受けします。

どんなご用件でも、まずはお気軽に（有）建宅地までお電話ください。

→

→
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