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リフォームはお任せ下さい

新店舗には、 マルイ不動産のグループ会社
リフォームプレイスのショールームがオープンしています。
ショールームにはキッチンなどの最新設備を完備。
リフォームをお考えの方、 この機会にぜひご相談下さい！

第2回

19
5/ 18
(日)
(土)

10:00 ～ 15:00

来場者プレゼント
ご来場のお客様に
粗品プレゼント

楽しい・嬉しいイベント盛りだくさんです
ご家族でお越しください！

一升パンプレゼント
今話題、お祝いなどにも
喜ばれる一升パン！
今年 1 歳を迎えるお子様に
プレゼント致します

※品物がなくなり次第
終了となります

マルイ不動産の
マスコットキャラクター
コアラのマール君が
ふわふわドームに
なりました。

マール君が ♪
まってるよ

無料です

（対象：2018 年 1 月～
2018 年 12 月生まれのお子様）

各日：先着 1 名様

IH クッキングヒーター
実演勉強会

食パン一斤プレゼント

ＩＨって「本当に安全なの !?」
ＩＨってガスより便利なの !?」
実際のところ電気代はどのくらい !?
なんでもご相談下さい！

各日：先着 20 組様

IH クッキングヒーターを使用した
楽しく簡単、 おいしいスイーツクッキング♪
作ったスイーツはプレゼント

協賛：パナソニックリビング
中部株式会社

ちこりベーカリーの一升パン
直径 30cm の大きさです
マルイ不動産オリジナルの
デザインでご用意しています

ちこり村 「ちこりベーカリー」 の
焼きたて食パンです

※天候によっては
中止する場合がございます

ふわふわマール君で遊ぼう !

（令和記念バージョン）

19 日
のみ

お菓子つかみ取り
綿菓子

ビューティハンドケア
心地良いハンドケアで
日ごろの疲れを癒して下さい
協賛：メナードフェイシャルサロン
中津川茄子川店

クーポン券プレゼント
肉バル頂
at'tsu dining

( 中津川市）

アッツ

２店舗のうち、どちらか一つ、
お得なクーポン券をプレゼント

ダイニング

( 恵那市）

各店舗：先着５組
もちろん！

売買物件（中古・土地・分譲マンションなど）
賃貸物件（アパート・マンション・貸家など）
取扱物件は売買・賃貸ともに多数あり！
お客様にぴったりの物件をご紹介致します。
商談スペース・キッズコーナー等も充実してます。

新店舗案内図

しまむら
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新和工業㈱

マルイ不動産

会所沢

岐阜ダイハツ

車検のコバック

市民運動場

物件情報多数あり

裏面に物件掲載してます
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サンライフ中津川

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

【営業時間】9：00 ～ 18：00

東海不動産公正取引協議会加盟

【中津川支店】

TEL

水曜定休日

0573-62-2201

多治見本店・可児支店・東京事務所・マイアミ支社 (U.S.A)

〒509-9131

岐阜県中津川市千旦林 42-1
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餃子の王将
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旭

中津川Ｉ・C

ちこり村
中央自動車道

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
●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

即案内可能

1,580万円

中津川市千旦林

駐車4台可(カーポート2台分有)
東南向きで日当り良好
2014年リフォーム済み

5LDK

（外壁塗装・屋根カバー工法)
●土地/公簿 298.01㎡（90.14坪）
●建物面積/128.37㎡（38.83坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/2001年5月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約2km
●交通/北恵那バス 丸岩停 徒歩13分
●校区/坂本小学校・坂本中学校

新築戸建

中津川市茄子川

ご入居中ですが
ご連絡いただければ
ご案内可能です

1,790万円(税込）

中古戸建

駐車2台可(車種による) 八景苑別荘地内
暖炉のあるログハウスで
田舎暮らしをしてみませんか？
●土地/公簿 396㎡（119.79坪）
●建物面積/52.5㎡（15.88坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/1997年
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約3.1km
●交通/北恵那バス 辻原口停 約2km
●備考/家具・家電相談可
管理費：40,000円/年
●校区/坂本小学校・坂本中学校

中古戸建

即案内可能

新築戸建

中津川市西宮町

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)

1LDK

即案内可能

1,680万円

中津川市駒場

●土地/公簿 210.63㎡（63.71坪）
●建物面積/119.12㎡（36.03坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/1993年9月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約1.9km
●交通/北恵那バス 女夫岩前停 徒歩14分
●備考/2005年10月増築
●校区/南小学校・第一中学校

新築戸建

恵那市長島町中野

ご入居中ですが
ご連絡いただければ
ご案内可能です

1,890万円(税込）

●土地/公簿 217.05㎡（65.65坪）
●建物面積/98.82㎡（29.89坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/2019年4月
●交通/ＪＲ中央本線 恵那駅 徒歩18分
●交通/恵那市自主運行バス
新田停 徒歩2分
●校区/長島小学校・恵那西中学校

4LDK

即案内可能

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)

2LDK

●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
●築年月/2019年5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
●校区/東小学校・第二中学校

即案内可能

1,500万円

恵那市長島町中野

恵那駅まで徒歩9分(約700m)
二方向角地で日当り良好
2018年リフォーム済

●チラシ・HPなどの販売活動は無料！
7DK＋納戸

●土地/公簿 229.75㎡（69.49坪）
●建物面積/225.26㎡（68.14坪）
●構造/木造 ・鉄骨造2階建
●築年月/1982年4月
●交通/ＪＲ中央本線 恵那駅 徒歩9分
●交通/恵那市自主運行バス 石橋停 徒歩4分
●校区/長島小学校・恵那西中学校

新築戸建

中津川市千旦林

ご入居中ですが
ご連絡いただければ
ご案内可能です

中津川市手賀野

1,690万円(税込）

新築戸建

中津川市茄子川

即案内可能

売る・貸すどちらも査定します！

即案内可能

2,780万円(税込）

即案内可能

恵那市大井町

3DK

アパート

中津川市千旦林

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

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）

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

5.8万円

●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約2.6km
●交通/北恵那バス 市民病院停 約1.4km
●構造/重量鉄骨造 2階建
●専有面積/57.96㎡（17.53坪）
●築年月/2000年1月 ●敷金/2ヶ月 ●礼金/―
●共益費/― ●火災保険/10,000円／2年
●駐車場/2台で5,000円
●備考/2年未満の退去は敷金50%償却
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％）

貸家

中津川市手賀野

6DK

即入居可能

6.5万円

国道19号線まで約800ｍ
南向きで日当り良好 駐車場2台可（無料）
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約3.5km
●交通/北恵那バス 手賀野停 徒歩14分
.
●構造/木造 2階建 ●専有面積/118.41㎡（35.81坪）
●築年月/1979年1月 ●敷金/1ヶ月
●礼金/1ヶ月 ●共益費/―
●火災保険/15,000円／2年 ●駐車場/有2台
●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%）

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6月15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

即入居可能

2LDK

★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
ニンニンマルイ

3.9万円

中津川市民病院まで徒歩18分(約1.4km)
ファミリーマートまで徒歩20分(約1.6km)

3SLDK

2SLDK

アパート

●交通/ＪＲ中央本線 恵那駅 徒歩18分
●交通/東鉄バス 正善寺前停 徒歩4分
●構造/鉄骨造 2階建 ●専有面積/47㎡（14.21坪）
●築年月/1986年8月 ●敷金/1ヶ月
●礼金/― ●共益費/3,000円
●火災保険/10,000円／2年
●駐車場/敷地内：3,000円、近隣：2,500円
●備考/連帯保証：指定保証会社のみ
（契約時：15,000円 毎月：1,500円）

2,280万円(税込）

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)
●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
●校区/坂本小学校・坂本中学校

貸家も募集中！

大井第二小学校まで徒歩7分(約500m)
駐車2台可

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
●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

（成約後に手数料をいただきます）

●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

他社で売却中の方も、お気軽にお問い合わせ下さい

●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

新築戸建

売却物件大募集
売却物件のご相談はマルイ不動産へ

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)

4LDK

すまい給付金対象物件（最大30万円）
駐車4台可

新築戸建

中古戸建

(浴室・洗面所・トイレ)

2018年外壁塗装済み
2015年水廻り等リフォーム済み
駐車2台可

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

1,080万円

中津川市千旦林

掲載物件は全て仲介です

即入居可能

