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物件情報

3 日土
4 日日

中古戸建 ・ 売地
アパート ・ マンション ・ 貸家など
お客様にぴったりの物件をご紹介します
中古戸建などの売却もご相談下さい

10:00-15：00

イベント開催中、 物件案内の
ご予約をされたお客様にプレゼント

ご来場の方に

各日

お子様に

かき氷
わたがし
ヨーヨーつりなど

※商品がなくなり次第終了となります

予約
特典
あり

お楽しみコーナー

粗品 マスキングテープ
進呈 ボールペン
マグネットなど
オリジナルグッズ詰合せ

「ちこりソフト」
引換券プレゼント

お子
様に

大人気

フワフワの
マール君で
遊ぼう !!

先着
10 名様

チコリ村の大人気商品
チコリを使ったソフトクリームです
マルイ不動産の関連会社
リフォームプレイスのショールームが
併設されています。
リフォームをお考えの方！
この機会に
ご相談下さい！

※天候により中止する場合があります

手作り体験
無料
随時受付
各日とも
予約不要です

8/3 土

片づけセミナー

羊毛フェルトの
ブレスレット

8/3 土

好きな色の羊毛を選んで
カラフルブレスレットを
作ろう！
協賛 ： fuka*fuka+

講師 : 水野久美子先生
協賛 ： （株） グラシアス

いろんなイベントで大人気！
楽しいワークショップが体験できます

・ 片づかない理由
・ 片づけのメリット
・ 片づけの手順
・ モノの分類法
・ 収納のコツとルール
・ 箇所別収納事例

8/4 日

オリジナル缶バッジ
マール君とルイちゃんの
自分だけの缶バッジを
作っちゃおう！

リバウンドしない
片づけ法

お片付けのプロによる
話を聞いてみませんか！
①10 ： 30-11 ： 30
②14 ： 00-15 ： 00

体験会
8/4

無料

日

VR 建物見学

定員 ： 各１０名
予約優先

完成前の建物室内を
バーチャルで
体感できます！
●10 ： 00-15 ： 00

※詳しくはお電話下さい

随時受付

協賛
NPO 法人 命の応援隊

協賛 ： VR ビルダーズ
今話題のＶＲ
（バーチャル空間体感システム）
体験しに来ませんか !?
しまむら

マール君

ルイちゃん

新店舗案内図

イベント会場はこちら
257

会所沢

車検のコバック

マルイ不動産

●岐阜県知事 (5) 第 3877 号 ●( 公社 ) 岐阜県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟

中津川支店

市民運動場

本線

中央

〒509-9131 中津川市千旦林 42-1

19

サンライフ中津川

多治見本店 ・ 可児支店 ・ 東京事務所 ・ マイアミ支社 (U.S.A）

TEL 0573-62-2201
ニンニンマルイ

【営業時間】 9:00 ～ 18:00 （水曜定休日）
【HP】 http://www.maruifudousannakatsugawa.jp/

餃子の王将
ファミリー
マート

旭

中津川Ｉ・C
ちこり村

すき家
エネオス

中央自動車道

400

中津川市坂下
万円

中古戸建

980万円

中古戸建

中津川市坂下
5DK＋離れ

駐車複数台可(カーポート1台分有）
南側棟無しで日当り良好

6LDK

即案内可能

ご入居中ですが
ご連絡いただければ
ご案内可能です

●土地/公簿 1301.27㎡（393.63坪）
●建物面積/140.75㎡（42.57坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/1980年12月
●交通/ＪＲ中央本線 坂下駅 約1.7km
●交通/巡回バス 浄水場前停 徒歩2分
●備考/未登記建物(倉庫として利用)有り
残置物は契約後売主にて撤去予定
●校区/坂下小学校・坂下中学校

1,298万円(税l込)

中津川市中津川

中津川市駒場
5LDK

即案内可能

中古戸建

駐車4台可能 閑静な住地
敷地面積168坪
●土地/公簿 556.54㎡（168.35坪）
●建物面積/115.65㎡（34.98坪）
●構造/木造 1階建 ●築年月/1995年6月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約3.2km
●交通/北恵那バス 恵那追分停 徒歩7分
●備考/敷地内に農業用排水路有
排水は隣地を通り処理されております。
承諾料として10,120円/年必要となります

駐車4台可
リフォーム内容

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）

外壁塗装、天井・壁クロス張替
エアコン1台新設、設備新品交換 等

●土地/公簿 330.59㎡（100坪）
●建物面積/128.35㎡（38.82坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/1988年1月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約3.1km
●交通/中津川市コミュニティバス
銭亀停 徒歩5分
●校区/東小学校・第二中学校

●校区/西小学校・第一中学校

1,560万円

中古戸建

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

ご入居中ですが
ご連絡いただければご案内可能です

2018年外壁塗装済み
2015年水廻りリフォーム済み
駐車2台可

駐車4台可(カーポート2台分有)
2014年リフォーム済み

新築戸建

1,990万円(税込)

中津川市駒場
4LDK
現在建築中

第一中学校まで徒歩5分(約350m)
すまい給付金対象物件（最大30万円）
SAFE365(制振装置)で

地震の揺れを吸収する家

●土地/ 136.79㎡（41.37坪）
●建物面積/102.06㎡（30.87坪）
●構造/木造 2階建
●完成予定日/2019年10月下旬
●建築確認番号/第HPA-19-05759-1号
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約1.9km
●交通/北恵那バス 宮の辻停 徒歩2分
●校区/西小学校・第一中学校

新築戸建

2,380万円(税込)

恵那市大井町
4LDK
現在建築中

閑静な住宅地
すまい給付金対象物件(最大30万円）
●土地/公簿 245.03㎡（74.12坪）
●建物面積/112.62㎡（34.06坪）
●構造/木造 2階建
●完成予定日/2019年9月下旬
●交通/ＪＲ中央本線 恵那駅 徒歩17分
●交通/恵那市自主運行バス 旭ヶ丘停 約1.6km
●建築確認番号/第KS119-0410-51464号
●校区/大井第二小学校・恵那東中学校

(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 辻原口停 徒歩13分
●校区/坂本小学校・坂本中学校

2,100万円(税込)

中津川市駒場
6LDK

即案内可能

駐車4台可 6LDK平屋建
部屋数も多く2世帯で
お住まいいただけます
●土地/公簿 422.24㎡（127.72坪）
●建物面積/152.23㎡（46.04坪）
●構造/木造 1階建 ●築年月/1998年1月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約2.7km
●交通/北恵那バス 後田クラブ前停 徒歩2分
●校区/西小学校・第一中学校

2,480万円(税込)

恵那市
長島町中野
3LDK
完成イメージ
※カーポートはありません

長島小学校まで徒歩7分(約500m)
恵那駅まで徒歩12分(約900m)

●土地/公簿 139.98㎡（42.34坪）
●建物面積/89.44㎡（27.05坪）
●構造/木造 2階建
●完成予定日/2019年10月中旬
●交通/ＪＲ中央本線 恵那駅 徒歩12分
●備考/分筆後の確定地積と表示地積とに差異が生じます ●交通/恵那市自主運行バス 坂の上停 徒歩3分
広告やインターネットによる物件概要などに
●建築確認番号/みの建確セ第001-10138号
記載された販売面積が承諾無く変更となることが
●校区/長島小学校・恵那西中学校

すまい給付金対象物件(最大30万円) 中津川駅まで徒歩4分(約280m)
SAFE365(制振装置)で
中津川駅前通り沿い
地震の揺れを吸収する家
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩4分
●土地/公簿 176.67㎡（53.44坪）
●建物面積/97.2㎡（29.4坪）
●構造/木造 2階建 ●築年月/2019年7月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約2.2km
●交通/東鉄バス 坂本中町停 徒歩7分
●備考/24時間換気システム、
外壁サイディング、制振構造
●校区/坂本小学校・坂本中学校

新築戸建

2,130万円(税込)

アパート

●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

2,498万円(税込)

●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約2.9km
●交通/東鉄バス 三坂停 約1.9km
●構造/鉄骨造 2階建
●専有面積/53㎡（16.03坪）
●築年月/1999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 2台可
●備考/連帯保証：指定保証会社のみ
（契約時：月額固定費の60％ 以降1年毎に1万円）

保証金償却：65,000円

マンション 3LDK

中津川市花戸町

2LDK

恵那市
長島町正家

即案内可能

即入居可能

東小学校まで徒歩8分(約600m)
オール電化
●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
●備考/セットバックにて敷地有効面積186.22㎡
進入路：1663-18(181.31㎡)共有持分3分の1

●校区/東小学校・第二中学校

5.5万円

国道19号線まで約110m
ピアゴ恵那店まで
徒歩14分(約1.1km)
●交通/ＪＲ中央本線 恵那駅 約1.9km
●交通/東鉄バス 舟山停 徒歩9分
●構造/鉄骨造 4階建
●専有面積/71.12㎡（21.51坪）
●築年月/1994年4月 ●敷金/1ヶ月
●礼金/― ●共益費/3,000円
●火災保険/15,000円／2年
●駐車場/空有 3,000円
●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％）

掲載物件は全て仲介です
ニンニンマルイ

TEL 0573-62-2201

FAX 0573-62-2216

【営業時間】9：00～18：00 （水曜定休）

【HP】https://www.maruifudousannakatsugawa.jp/

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 東海不動産公正取引協議会加盟

5.4万円

ファミリーマートまで
徒歩7分(約560m)

★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

2LDK

中津川市
茄子川

オール電化
南小学校まで徒歩2分(約130m)
ルビットタウンまで
徒歩11分(約850m)

新築戸建

●構造/鉄骨造 2階建 1階部分
●使用面積/91.41㎡（27.65坪）
●築年月/不詳 ●保証金/1,000,000円
●礼金 ―
共益費 ― ●駐車場/要相談
●備考/火災保険：別途加入要す
保証金：50％償却 飲食店不可
エアコン補償無し(2台） 看板補償無し
1980年2月増築

即入居可能

あることを予めご了承下さい

多治見本店・可児支店 ・東京事務所・マイアミ支社（U.S.A）

18万円

貸事務所

9月入居可能

即案内可能

現在建築中

貸家も
募集中！

中津川市新町

中津川市西宮町
2LDK(3LDK)

即案内可能

新築戸建

1,790万円(税込)

4LDK

5LDK

中古戸建

新築戸建

中津川市茄子川

中津川市駒場
4LDK

●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

売る・貸すどちらも査定します！
他社で売却中の方も、お気軽にお問い合わせ下さい

1,580万円

中古戸建

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

売買・賃貸の物件情報満載
最新情報をチェック！
ホームページはこちら
マルイ不動産

中津川

【有効期限 2019年8月末日】※但し先着順ですので契約済みの場合はご了承ください

