オープンハウス 開催

日時

当日にご都合の悪い方は
ご連絡いただければ、
平日でも案内可能です

11月18日(日)10:00～15:00

6帖の洋室は電動トップライト(天窓）
付きで明るい室内。
トップライトはセンサー付き！
急な雨でも自動で閉まります。

キッチン隣には
収納がたっぷり。
掃除機などの置き場にも
困りません。

北側の窓は電動シャッターが付いてます。
開閉楽々で、防犯にもなりますよ!
電動トップライト

浴室暖房器付きの浴室、
洗髪シャワー付き洗面化粧台
お掃除楽々なトイレを完備。

お子様の様子がよくわかる対面式キッチン！
キッチン家電を置けるカウンター収納付。

電動シャッター

１２帖の洋室は、将来的に２部屋に分割可能。
ドアやスイッチなど予め２部屋分設置済み。

収

洋室
6帖

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

収
電
動
シ
ャ
ッ
タ
ー

中津川市西宮町
万円(税込)

西宮神社

●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
●完成予定日/平成30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
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LDK
17.75帖
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電動シャッター

フローリングはナチュラルな色調！
大きな開口のリビングサッシでとっても明るいＬＤＫ
２階リビングなので、床にごろごろしていても
外からの視線は気になりません。

DN

上部吹抜

バルコニー

1F

2F

出光

ヘアーサロン
こたに

グローブヘアー

西宮町

日当たりの良いバルコニー
1F
洗濯ものも良く乾きます
中津川の花火や笠置山も
良く見えます。

ROOMS

2F

ＬＤＫは勾配天井!
一番高いところは

ホッと保険

いいとも

ＥＶ（電気自動車）等の充電ができる
外部コンセント付き
散水栓付きで洗車もできます。

㈱美坂

三洋堂

なんと！天井高4.6ｍ

資金計画<一例>

イベント時
臨時駐車場

Life Information

南小学校

最新設備を完備！
贅沢な作りの住宅が
出来上がりました

収
収

洋室12帖は、全ての窓に
電動シャッターが付いてます。

新築戸建

カウンター収納

UP

洋室
12帖

お子様が小さい時は家族みんなの寝室として、
お子様が成長したら夫婦の寝室、
または子供部屋２部屋としても使えます。

洗面

浴室

●南小学校
●三洋堂書店
●第二中学校
●ルビットタウン

現地案内図

月々返済 約68,800円

徒歩2分（約130ｍ)
徒歩4分(約280m)
徒歩7分（約500m）
徒歩11分（約850m）

自己資金・・・・・・・・・・ 0円
借入金額・・・・・・・ 2,480万円
毎
月・・・・・・・ 68,800円
ボーナス・・・・・・・・な
し
（その他別途諸費用が必要です）

月々返済
52,200円
ボーナス時 100,000円加算
『ボーナス返済併用の場合』
ローン：変動固定金利選択型／３年固定
金 利： 0.89％
・３５年返済

※全ての方が記載条件で借入できる事をお約束するものではありません

中津川支店

中津川市新町1-5

多治見本店・可児支店 ・東京事務所・マイアミ支社（U.S.A）
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

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

【有効期限 平成30年12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

掲載物件は仲介です

中古戸建

780万円

中津川市苗木

南面道路で日当り良好
平成26年頃トイレリフォーム済み

６ＤＫ

●土地/公簿 408.76㎡（123.64坪）
●建物面積/126.81㎡（38.36坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/S54年10月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約7km
●交通/北恵那バス 上苗木停 徒歩7分
●校区/苗木小学校・苗木中学校

中古戸建

即案内可能

1,980万円

中津川市駒場

静かな住環境 駐車複数台可
1階は元店舗にですので、
カフェ等に変更可能

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/H2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

新築戸建

中津川市茄子川

居住中ですが
ご連絡いただければ
ご案内可能です

2,340万円(税込）

平成30年5月完成 オール電化
スーパーセンターオークワまで
徒歩13分(約1ｋｍ)

３ＳＬＤＫ

●土地/公簿 332.03㎡（100.43坪）
●建物面積/105.98㎡（32.05坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/H30年5月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約3km
●交通/東鉄バス 三坂停 徒歩15分
●校区/坂本小学校・坂本中学校

新築戸建

中津川市太田町

即案内可能

2,550万円(税込)

1,000万円

中津川市千旦林

角ログハウス リフォーム必要なし
「八景苑」別荘地内

即案内可能

1,980万円

中津川市中津川

４ＬＤＫ+

●土地/公簿 92.46㎡（27.96坪）
●建物面積/77.83㎡（23.54坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/H30年11月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩5分
●校区/東小学校・第二中学校

2,380万円(税込）
３ＳＬＤＫ

●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/H30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

即案内可能

●土地/公簿 312.14㎡（94.42坪）
●建物面積/121.31㎡（36.69坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/H30年6月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 徒歩20分
●交通/東鉄バス 茄子川停 徒歩2分
●備考/上下水道負担金別途要
●校区/坂本小学校・坂本中学校

しまむら
257

宮木モータース

新店舗

岐阜ダイハツ

中津川方面より
会所沢

移転オープンイベント開催予定！

恵那方面より
中央本線

即案内可能

2,580万円(税込）
４ＬＤＫ

即案内可能

3DK

中津川ＩＣ

5.6万円

貸家

中津川市駒場

5DK

貸家

ちこり村

中央自動車道

エネオス

デイリーヤマザキ(タイムリー)
中津川インター店跡地です

中津川市中津川

5DK

ルビットタウンまで徒歩15分(約1.2ｋｍ)
国道19号線まで約220ｍ

ペット飼育ＯＫ

7.5万円

TEL 0573-62-2201
中津川支店 中津川市新町1-5

中津川支店

岐阜県知事免許（5）第3877号

FAX 0573-62-2216

多治見本店・可児支店 ・東京事務所・マイアミ支社（U.S.A）

中津川市新町1-5

(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

ペット飼育ＯＫ

●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩20分
●交通/北恵那バス 松田橋停 徒歩2分
●構造/木造 1階建
●専有面積/76.61㎡（23.17坪）
●築年月/S47年9月 ●敷金/2ヶ月
●礼金/1ヶ月 ●共益費/―
●火災保険/15,000円／2年
●駐車場/3台可(無料)
●備考/ペット：犬１匹のみ可 ペット飼育の場合、敷金プラス1ヶ月分要す
クリーニング実施
区費：700円・育成費：100円・常会費：300円
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

中津川市駒場 4LDK+納戸

●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約2.5km
●交通/北恵那バス 後田停 徒歩5分
●構造/木造 1階建
●専有面積/143.98㎡（43.55坪）
●築年月/S54年7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
エアコン・照明補償なし 倉庫有り

8.5万円

●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約1.7km
●交通/北恵那バス 一中前停 徒歩2分
.
●構造/木造 2階建 ●専有面積/130.41㎡（39.44坪）
●築年月/H4年11月 ●敷金/2ヶ月 ●礼金/1ヶ月 ●共益費/―
●火災保険/15,000円／2年 ●駐車場/2台可(無料)
●備考/庭付（畑として利用可） 外部物置利用可
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％）

★不動産のワンストップサービス★ 売買・賃貸仲介・管理・リフォーム
ニンニンマルイ

6.3万円

駐車2台可 オール電化
第一中学校まで徒歩1分(約80m)
デイリーヤマザキまで
徒歩10分（約730m）

駐車場2台可(カーポート1台分有）
第一中学校まで徒歩12分（約950ｍ）
国道257号線まで約300ｍ

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 平成30年12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
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エミオーク
ガーデン

バロー中津川東店まで徒歩５分(約350ｍ)
ローソンまで徒歩8分（約620ｍ）
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 徒歩10分
●交通/北恵那バス 北恵那交通前停 徒歩6分
●構造/木造 2階建 ●階数/2階部分
●専有面積/64.8㎡（19.6坪）
●築年月/H5年5月 ●敷金/2ヶ月
●礼金/1ヶ月 ●共益費/―
●火災保険/15,000円／2年
●駐車場/1台目3,000円 ２台目2,000円(縦列）
●備考/ペット可（敷物を敷くこと） 1F倉庫使用不可
1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％）

サンライフ中津川

19

餃子の王将
ファミリーマート
中津スバル

中津川市中津川

車検のコバック

19

●平成31年1月12日(土)～14日(月・祝)
●10時～15時まで（予定）
●マルイ不動産(株)中津川支店新店舗にて

貸家

平成30年6月完成
全面南向きのLDKで日当り良好
駐車2～3台可 オール電化

中津川市茄子川

車検のコバック

各種イベント準備中！
ぜひ遊びに来て下さい。

即案内可能

新築戸建

新店舗案内図

赤とんぼ

中津川方面より

フリースペース

●土地/公簿 427.21㎡（129.23坪）
●建物面積/184.68㎡（55.86坪）
●構造/鉄骨造 2階建
●築年月/H7年12月
●交通/ＪＲ中央本線 中津川駅 約2.1km
●交通/北恵那バス 三管橋停 徒歩6分
●校区/南小学校・第二中学校

中津川市手賀野

257

新住所：中津川市千旦林42-1

駐車3台以上可
各種多目的ルーム(29帖)あり

新築戸建

平成30年12月10日より、新店舗へ移転します

この度、店舗の移転をする事となりました。
お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
今後ともよろしくお願い致します。

●土地/公簿 197㎡（59.59坪）
●建物面積/76.38㎡（23.1坪）
●構造/木造 2階建
●築年月/H13年9月
●交通/ＪＲ中央本線 美乃坂本駅 約3.4km
●交通/北恵那バス 辻原口停 約2.1km
●備考/管理費：35,000円/年
井戸は共同 価格相談可能
中津川市空き家バンク登録物件
●校区/坂本小学校・坂本中学校

中古戸建

店舗移転のお知らせ

２ＬＤＫ

平成30年６月完成
駐車3～４台可能 オール電化
バロー坂本店まで徒歩９分(約650m)

平成30年11月完成
ルビットタウンまで徒歩５分(約350ｍ)
東小学校まで徒歩9分(約650ｍ)

３ＳＬＤＫ

中古別荘

掲載物件は全て仲介です

