1F には 16 帖の広々した LDK
南向きで日当りも良好です
小学校や幼稚園・保育園が近隣にあり
お子様の通学も近くて安心

4LDK で部屋数たくさん
子供部屋もしっかり準備できます
駐車スペースも３台分あり！
ドラッグストア、スーパー
病院なども徒歩圏内！
お買い物などにもとても便利な立地です

子育て世代にピッタリなお家が出来上がりました

OPEN HOUSE

4/6 土・4/7 日

家族みんなで
遊びに来てね♪
中津高校

現地案内図

10:00 ～ 15:00

旭ヶ丘公園

ささき
柳沢歯科医院
クリニック
中津川斎苑

南林寺

新築戸建
4LDK

中津川市中津川

2,680

【本体価格】

物入

洗面

万円

洋室
6帖

浴室

物入

UP

DN

クローゼット

クローゼット
ウォークイン
クローゼット

押入

クローゼット

ＬＤＫ
16帖

洋室
6帖

押入
クローゼット

洋和室
6帖

Life Information

( 税込 )

●ささきクリニックまで
●東小学校まで
●一色保育園まで
●ルビットタウンまで

十六銀行

徒歩 3 分（約 200m）
徒歩 5 分（約 400m）
徒歩 7 分（約 550m）
徒歩 10 分（約 600m）

すや本店

現地

ルビットタウン

ジャパン
レンタカー

au
にぎわい広場

シューズイン
クローゼット

玄関

上金新田

洋室
8帖

1F

岐阜県知事免許（5）第 3877 号

( 公社 ) 岐阜県宅地建物取引業協会会員

ベランダ

2F

●土地 / 公簿 165.34 ㎡（50.01 坪）
●建物面積 /112.61 ㎡（34.06 坪）
●構造 / 木造 2 階建 ●完成予定日 /2019 年 3 月
●交通 /ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩 15 分
●交通 / 北恵那バス 松田橋停 徒歩 7 分
●建築確認番号 / 第 KS118-1910-00993 号
●校区 / 東小学校・第二中学校 ●取引態様 / 媒介
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東宮町

カーナビでお越しの際は
【中津川市中津川 1293-5】
で検索下さい

東小学校

※図面と現況に相違がある場合は現況優先といたします

TEL

東海不動産公正取引協議会加盟

0573-62-2201
【中津川支店】 〒509-9131

岐阜県中津川市千旦林 42-1

多治見本店・可児支店・東京事務所・マイアミ支社 (U.S.A)

松田

つり具
やすや

中古戸建

650万円

中津川市坂下

坂下駅まで徒歩8分(約600m)
駐車場複数台可
静かな住環境

1,380万円

中津川市中津川

1,980万円

静かな住環境 駐車複数台可能
1階は元店舗ですので、
カフェ等に変更可能

中古戸建

即案内可能

2,280万円(税込)

南小学校まで徒歩2分(約130m) オール電化
ルビットタウンまで徒歩11分(約850m)
●土地/公簿 95.68㎡（28.94坪）
●建物面積/86.13㎡（26.05坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/2018年11月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩15分
●交通/北恵那・東鉄バス 西宮町停 徒歩4分
●備考/ＥＶ(電気自動車)充電用コンセント付
●校区/南小学校・第二中学校

2LDK(3LDK)

即案内可能

中津川市中津川

1,198万円(税込）

太陽光発電システム
2018年11月内装リフォーム済
●土地/公簿 238.73㎡（72.21坪）
●建物面積/94.94㎡（28.71坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/1986年5月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約2.7km
●交通/北恵那バス 清水刈停 徒歩4分
●備考/道路補修積立金：1,000円/月
瑕疵担保2年付・私道持分12分の1有
●校区/南小学校・第二中学校

1,880万円(税込）

中津川市千旦林

駐車5台以上可 南側棟無しで日当たり良好
2019年2月リフォーム済み
4LDK
即案内可能

●土地/公簿 468.43㎡（141.7坪）
●建物面積/102.34㎡（30.95坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/2002年9月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 徒歩12分
●交通/北恵那バス 中洗停 徒歩8分
●備考/太陽光発電システム、薪ストーブ有り
●校区/坂本小学校・坂本中学校

新築戸建

中津川市千旦林

2,090万円(税込）

SAFE365(制振装置)で地震の揺れを吸収する家
すまい給付金対象物件 最大30万円
4LDK
駐車場4～5台可能(車種による)

3LDK＋2LDK

●土地/公簿 525.22㎡（158.87坪）
●建物面積/198.64㎡（60.08坪）
●構造/鉄骨造 2階建
●築年月/1990年3月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩15分
●交通/北恵那バス 女夫岩前停 徒歩7分
●校区/南小学校・第一中学校

中古戸建

●土地/公簿 213.26㎡（64.51坪）
●建物面積/106.11㎡（32.09坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/2019年2月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 徒歩19分
●交通/北恵那バス 辻原口停 徒歩3分
●校区/坂本小学校・坂本中学校

即案内可能

新築戸建

中津川市花戸町

2,498万円(税込）

ルビットタウンまで徒歩7分(約500m)
東小学校まで徒歩8分(約600m)
●土地/公簿 196.24㎡（59.36坪）
●建物面積/77.83㎡（23.54坪）
●構造/木造 2階建
●完成予定日/2019年4月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩11分
●交通/東鉄バス 西宮町停 徒歩2分
●建築確認番号/ぎ建住セ第5180559号
●備考/登記簿面積196.24㎡
(セットバックにて敷地有効面積186.22㎡)
●校区/東小学校・第二中学校

2LDK

売却物件大募集

4LDK＋S

売却物件のご相談はマルイ不動産へ
●チラシ・HPなどの販売活動は無料！
（成約後に手数料をいただきます）

売る・貸すどちらも査定します！

即案内可能

他社でご相談中の方も、お気軽にお問い合わせ下さい

新築戸建

中津川市茄子川

1,890万円(税込）

SAFE365(制振装置)で地震の揺れを吸収する家
すまい給付金対象物件 最大30万円
4LDK
駐車場3台可能
●土地/公簿 162.33㎡（49.1坪）
●建物面積/100.44㎡（30.38坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/2019年3月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約3.1km
●交通/東鉄バス 元起停 徒歩7分
●校区/坂本小学校・坂本中学校

新築戸建

中津川市手賀野

新築戸建

中津川市茄子川

即案内可能

2,780万円(税込）

●土地/公簿 291.35㎡（88.13坪）
●建物面積/109.3㎡（33.06坪）●構造/木造 2階建
●築年月/2018年12月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約1.9km
●備考/接面道路に拡幅計画あり（幅員10ｍ計画）
照明器具・カーテン・複層ガラス
外構工事済み
●校区/坂本小学校・坂本中学校

現在建築中

2SLDK

即案内可能

ニンニンマルイ

TEL 0573-62-2201
FAX 0573-62-2216

中津川支店

岐阜県知事免許（5）第3877号

中津川市新町1-5

(公社)岐阜県宅地建物取引業協会会員

【営業時間】9：00～18：00 （水曜定休）

東海不動産公正取引協議会加盟

アパート

中津川市駒場

3LDK

ペット飼育ＯＫ
※猫は不可

5.5万円

●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約1.8km
●交通/東鉄バス 駒場停 徒歩4分 ●構造/鉄骨造 2階建
●専有面積/71.02㎡（21.48坪） ●築年月/1989年9月 ●保証金/2ヶ月
●礼金/― ●共益費/3,000円
●火災保険/10,000円／2年
●駐車場/空有 3,240円
●備考/2年未満の退去の場合保証金50％償却
連帯保証：指定保証会社のみ
（契約時:月額固定費の30% 毎月：月額総額の3％）
町内会費：毎月600円（年に一度まとめて徴収）

貸家

中津川市北野町

4SK

5.8万円

中津川駅まで徒歩8分(約600m)
ローソンまで徒歩6分(約450m)
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩8分
●構造/木造 2階建 ●専有面積/102.37㎡（30.96坪）
.
●築年月/1972年1月 ●敷金/2ヶ月 ●礼金/―
●共益費/― ●火災保険/15,000円／2年
●駐車場/2台可 無料
●備考/連帯保証：指定保証会社のみ
（契約時：月額総額の30％
毎月：月額総額の3％）
町内会費：別途要す

マルイ不動産の扱う、売買・賃貸すべての物件が
★無料★
簡単にサクサク検索できる「無料アプリ」を配信しています。
「物件検索アプリ」 ぜひ、物件探しにお役立て下さい！
詳しくは iPhone 「App Store」から
好評配信中
「マルイ不動産」を検索して下さい。

【有効期限 2019年4月30日】※但し先着順ですので契約済みの場合はご了承ください

4.8万円

スマイル駒場店まで徒歩3分(約240m)
西小学校まで徒歩6分(約480m)
外物置付

3SLDK

設備充実（トイレ2ヶ所・IHクッキングヒータ・エアコン2台等）
2F洋室は子供室2間に変更可能(実費)

4SLDK

●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩20分
●交通/北恵那バス 三菱工場前停 徒歩4分
●構造/木造 1階建 ●専有面積/54.64㎡（16.52坪）
●築年月/不詳 ●敷金/― ●礼金/―
●共益費/― ●火災保険/15,000円／2年
●駐車場/近隣 5,000円(別途契約要す）
●備考/連帯保証：指定保証会社のみ
（契約時：月額総額の30％
毎月：月額総額の3％）
内装負担金：80,000円

2,280万円(税込）

●土地/公簿 167.45㎡（50.65坪）
●建物面積/99.37㎡（30.05坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/2018年6月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約3.8km
●交通/東鉄バス
サンライフ中津川前停 徒歩7分
●校区/西小学校・第二中学校

中津川市駒場

西小学校まで徒歩4分(約250m)
三菱電機中津川工場まで徒歩4分(約300m)

即案内可能

全面南向きのLDKで日当り良好
駐車2～3台可
オール電化

貸家

★不動産のトータルサービス★ 売買・賃貸仲介・管理・リフォーム

中津川支店 中津川市千旦林42-1 多治見本店・可児支店 ・東京事務所・マイアミ支社（U.S.A）

貸家も募集中！

●査定相談はもちろん無料！
●関連会社にて買取り・下取りも行います

即案内可能

7DK＋倉庫

即案内可能

中津川市駒場

中津川市西宮町

5DK

1Fフローリング増し貼り、洗面所床張替、
キッチン交換(システムキッチン)等

●土地/公簿 382.32㎡（115.65坪）
●建物面積/176.06㎡（53.25坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/1975年4月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩20分
●交通/北恵那バス 佼成会前停 徒歩6分
●備考/1998年頃増築
（未登記、木造2階建、72.02㎡）
●校区/南小学校・第二中学校

新築戸建

南向きで日当り良好
畑スペースあります(約29坪)

即案内可能

南小学校まで徒歩9分(約700m)
駐車2台可

中古戸建

1,080万円

中津川市手賀野

●土地/公簿 319.77㎡（96.73坪）
●建物面積/134.98㎡（40.83坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/1988年12月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約3km
●交通/北恵那バス 手賀野中停 徒歩7分
●備考/下水道利用可(工事費等は買主負担)
●校区/西小学校・第二中学校

●土地/公簿 257㎡（77.74坪）
●建物面積/146.56㎡（44.33坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/1991年3月
●交通/ＪＲ中央本線 坂下駅 徒歩8分
●交通/坂下地区巡回バス
坂下公民館停 徒歩5分
●校区/坂下小学校・坂下中学校

中古戸建

6LDK

中古戸建

掲載物件は全て仲介です

