
広告有効期限/令和元年9月末日

オープンハウス開催

2,500西坂部町8

駐車場4台

駐車場3台

●土地面積／350.23㎡（105.94坪）
●建物面積／149.05㎡（45.08坪）

●間取り／9DK●所在／四日市市西坂部町
●交通／三交バス三重1丁目停徒歩3分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成2年8月
●備考／2階大容量小屋根裏収納有り
　　室内一部リフォーム済
●取引態様／仲介

11：00～16：00

カ ー ナ ビ ポ イ ン ト

当日は案内看板を設置します。

四日市市桜台2丁目5-133

57,932円
ボーナス返済なし、35年返済
3年固定0.89％、借入金2090万円の場合
ご購入には別途諸費用が必要になります。
上記金利は各種条件を満たした優遇金利です。

月
々

駐車場3台

近鉄湯の山線菰野駅徒歩９分

●土地面積／417.09㎡（126.16坪）
●建物面積／164.89㎡（49.87坪）

●間取り／4DK
●所在／三重郡菰野町大字菰野
●交通／近鉄菰野駅徒歩9分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／昭和59年11月
●備考／2階部分小屋裏収納
●取引態様／仲介

菰野町菰野 980162,200采女町14
●土地面積／354.25㎡（107.16坪）
●建物面積／186.82㎡（56.51坪）

●間取り／7LDK+S　
●所在／四日市市采女町
●交通／三交バス采女停
             徒歩3分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成11年3月
●取引態様／仲介　

駐車場2台

桜台2丁目①号棟 
●土地面積／138.90㎡（42.01坪）
●建物面積／103.27㎡（31.23坪）
●間取り／4LDK●所在／四日市市桜台2丁目5番133の一部
●交通／三交バス桜台1丁目東停徒歩4分
●構造／木造スレート葺2階建
●新築年月／新築
●備考／新築分譲住宅全2棟、残り1棟、令和元年7月完成済
　　オール電化、設計建設住宅性能評価物件、
　　すまい給付金対応可、制震装置設置住宅、
　　8月21日より価格変更(旧価格2,290万円）
●取引態様／仲介
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平成15年頃リフォーム済

一部フローリング張替
一部クロス張替

リフォーム済内容

外壁塗装、洗面化粧台･トイレ交換、クロス張替え

平成29年

太陽光温水器新設等

羽津中1丁目
●土地面積／100.02㎡（30.25坪）
●建物面積／90.74㎡（27.44坪）

●間取り／4LDK
●所在／四日市市羽津中1丁目
●交通／近鉄霞ヶ浦駅徒歩8分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成2年5月
●備考／収益物件としても
　　ご検討下さい
●取引態様／仲介

9907

2,800小杉町9
●土地面積／400.79㎡（121.23坪）
●建物面積／166.44㎡（50.34坪）

●間取り／4LDK＋S
●所在／四日市市小杉町
●交通／三交バス
　　小杉郵便局停徒歩3分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成5年5月
●取引態様／仲介　　

駐車場2台

2,199浮橋2丁目13
●土地面積／188.30㎡（56.96坪）
●建物面積／130.10㎡（39.35坪）

●間取り／4LDK●所在／四日市市浮橋2丁目
●交通／近鉄伊勢川島駅徒歩20分
●構造／軽量鉄骨造セメント瓦葺2階建
●新築年月／平成1年5月
●備考／8月23日より価格変更
　　(旧価格2,298万円）
●取引態様／仲介　　

1,590みゆきヶ丘2丁目15
●土地面積／357㎡（107.99坪）
●建物面積／134.22㎡（40.60坪）

●間取り／6DK●所在／四日市市みゆきヶ丘2丁目
●交通／三交バス大谷台停徒歩6分
●構造／鉄筋コンクリート造コンクリート葺2階建
●新築年月／昭和44年4月
●備考／上記建物面積には未登記増築部分
　　（木造瓦葺平家建37.45㎡昭和55年築）も
　　含まれます。別途未登記車庫（鉄骨造亜鉛
　　メッキ鋼板葺平家建30.08㎡昭和59年築）
　　有り、室内一部リフォーム済
●取引態様／仲介

駐車場5台

2,780高角町12
●土地面積／495.87㎡（150.00坪）
●建物面積／212.00㎡（64.13坪）

●間取り／5LDK●所在／四日市市高角町
●交通／近鉄高角駅徒歩7分
●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●新築年月／平成8年8月
●備考／居住中、セキスイハイムの家
　　2階にミニキッチン、シャワー室有ります
　　都市計画法第43条許可要
　　8月21日より価格変更(旧価格2,880万円）
●取引態様／仲介　　

リビングリビング

駐車場1台

キッチン

近鉄霞ヶ浦駅徒歩8分

建物保守状態

　　　　　　良好です
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三重団地隣接、三重西小学校区、
南北両面道路の土地約105坪

セキスイハイムの注文住宅
新築分譲住宅、南側道路、
オール電化、完成済

小屋裏
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チラシ初

駐車場2台

三井ホーム、
新築分譲住宅です

●土地面積／165.63㎡（50.10坪）
●建物面積／117.17㎡（35.44坪）

●間取り／4LDK＋S●所在／四日市市大字羽津
●交通／近鉄霞ヶ浦駅徒歩19分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成30年9月
●備考／長期優良住宅
●取引態様／販売代理

大字羽津 3,49010
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書斎 or 納戸書斎 or 納戸

新　築

バロー別名店まで
徒歩8分（約580ｍ）

完成済

3,098

駐車場2台 高台の新築分譲住宅、カネスエ徒歩約6分、即案内可

大字日永 A
●土地面積／202.14㎡（61.14坪）
●建物面積／110.50㎡（33.42坪）

●間取り／4LDK＋S
●所在／四日市市大字日永
●交通／四日市あすなろう鉄道
　　南日永駅徒歩16分
●構造／木造スレート葺2階建
●新築年月／新築
●備考／平成31年1月完成済、
　　上下水道負担金45万円要
　　地盤保証申請費40,500円要
●取引態様／仲介
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新　築

完成済

駐車場並列2台 キッチン

平成27年5月リフォーム済

ユニットバス交換
平成30年5月リフォーム済

ベランダ防水工事

高台（四日市市街を見渡せます）、
駐車並列2台（車庫内）、大谷台小学校区
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ウォークイン
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 9月 (日）14日(土) 15日(日) 

 9月 (日）7日(土) 8日(日) 

新価格

ガラストップコンロ、トイレ・ユ
ニットバス交換、畳表替、障
子・クロス・網戸張替、外壁・
屋根塗装、室内クリーニング

新　築

完成済

1,650伊坂台1丁目6

駐車場3台

●土地面積／234.17㎡（70.83坪）
●建物面積／146.66㎡（44.36坪）

●間取り／5LDK●所在／四日市市伊坂台1丁目
●交通／八風バス伊坂台停徒歩5分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成2年7月
●備考／平成8年増築
　　（中2階部分、キッチン、
　　　浴室有り）
　　2世帯住宅可
●取引態様／仲介

オール電化、駐車3台可（屋根付） 1Ｆ1Ｆ
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1,449伊坂台3丁目5

駐車場2台

●土地面積／180.16㎡（54.49坪）
●建物面積／84.46㎡（25.54坪）

●間取り／3LDK●所在／四日市市伊坂台3丁目
●交通／三岐バス伊坂台停徒歩9分
●構造／木造スレート葺2階建
●新築年月／平成7年12月
●取引態様／仲介

リフォーム済物件

丁寧にお使いの
和風住宅
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洗面洗面 トイレトイレ

駐車4台以上可

新価格

チラシ初
チラシ初 チラシ初

3,480川越町南福崎2
●土地面積／215.28㎡（65.12坪）
●建物面積／135.85㎡（41.09坪）

●間取り／4LDK＋S
●所在／三重郡川越町大字南福崎
●交通／ふれあいバス南福崎公民館前停徒歩3分
●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●新築年月／平成22年6月
●備考／令和2年3月引渡予定、
　　太陽光発電システム有
●取引態様／仲介

駐車場2台

徒歩圏内に小中学校・駅があり便利です

駐車場2台

新正駅まで徒歩7分、リフォーム済

1,498楠町本郷3
●土地面積／164.31㎡（49.70坪）
●建物面積／116.18㎡（35.14坪）

●間取り／4ＬDK
●所在／四日市市楠町本郷
●交通／近鉄北楠駅徒歩12分
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●新築年月／平成8年8月
●取引態様／仲介

令和元年10月
リフォーム完成予定

1,469曙1丁目4
●土地面積／185.21㎡（56.02坪）
●建物面積／122.55㎡（37.07坪）

●間取り／5DK
●所在／四日市市曙1丁目
●交通／近鉄新正駅徒歩7分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成6年6月
●取引態様／仲介

リフォーム内容

システムキッチン・洗面化粧台・
トイレ交換、クロス張替システムキッチン・浴室・トイレ交換、クロス･障子・襖・フロー

リング(一部）張替、畳表替、ハウスクリーニング、防蟻工事等

★宅地建物取引業法に定められた仲介手数料を申し受けます。★令和元年9月3日現在の物件情報のため成約済の場合は、ご了承下さい。★面積は一部概測です。★道路・幅員・間口・奥行の寸法は概測です。他にもお預かり物件が多数ございますので、ご希望の際はお問い合わせ下さい。

カーナビご利用の方は

四日市市堀木２丁目２番１号でご確認下さい。

土・日・祝日はもちろん 水曜日も営業しております。土・日・祝日はもちろん 水曜日も営業しております。 E-mail : info@isefudousan.co.jp
HP : http://www.isefudousan.co.jp

2019年9月
号

応接室

常時６００物件展示

情報を
展示しています
最新

■土・日・祝日営業 ■電話受付／AM8：00～PM8：00 ■駐車場完備

〒510-0076 四日市市堀木２丁目２番１号(湯の山街道沿い)

■あなたの街のパートナー

０５９-３５１-４６００ＴＥＬ： ０５９-３５４-５１２３ＦＡＸ：

●三重県宅地建物取引業協会会員・三重県知事(2)第3179号
●全国宅地建物取引業保証協会会員　●東海不動産公正取引協議会会員



土地コーナー

建物コーナー

●土地面積／170.20㎡（51.48坪)
●所在／四日市市前田町
●交通／四日市あすなろう鉄道追分駅徒歩5分
●用途地域／第2種中高層住専地域
●地目／宅地●建ぺい率／ 60％ 
●容積率／160％
●備考／上物有、解体更地渡し

68 790前田町

解体更地渡し、南中学校近い、坪単価約15.3万円

南向き、水道引込み有

53 1,900西日野町

ミルクロード沿い、商業地に最適

79 1,980
●土地面積／552.65㎡（167.17坪）
●所在／四日市市西山町
●交通／三交バス幸福村口停徒歩1分
●用途地域／調整区域
●地目／宅地●建ぺい率／70％ 
●容積率／200％
●備考／都市計画法第43条許可要

西山町

66小古曽町 570
●土地面積／158.60㎡（47.97坪)
●所在／四日市市小古曽町
●交通／四日市あすなろう鉄道小古曽駅徒歩14分
●用途地域／第1種中高層住専地域
●地目／宅地●建ぺい率／60％ 
●容積率／160％
●備考／上物有、解体更地渡し、
   セットバック要(約5.04㎡)

更地渡し、JSR社宅近い

近鉄中川原駅まで徒歩18分

土地約197坪（進入路含）、アパート・一戸建に適古家有、解体更地渡し

●土地面積／654.52㎡（197.99坪）
●所在／四日市市西日野町
●交通／四日市あすなろう鉄道西日野駅徒歩5分
●用途地域／第1種住居地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／160％
●備考／更地、土地面積に進入路部分
　　も含む、敷地内に排水路有

駐車場1台

笹川通り沿いの7DK＋Sの戸建

敷地約93坪

980

八王子町201,380 1,480
●土地面積／309.30㎡（93.56坪）実測
●建物面積／134.71㎡（40.74坪）
●間取り／7DK+S
●所在／四日市市八王子町
●交通／三交バス波木道停徒歩1分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／昭和46年1月
●備考／別棟、物置(約8㎡)有
　　土地面積公簿370.89㎡

山城町19
●土地面積／297.60㎡（90.02坪）
●建物面積／219.68㎡（66.45坪）
●間取り／7LDK
●所在／四日市市山城町
●交通／三岐鉄道山城駅徒歩16分
●構造／木・鉄骨造瓦葺2階建地下1階付
●新築年月／昭和51年6月
●備考／都市計画法第43条の許可要
　　→買主様負担にて30万円要
　　平成元年増築

広永町17 1,569
●土地面積／155.12㎡（46.92坪）
●建物面積／107.64㎡（32.56坪）
●間取り／4LDK●所在／四日市市広永町
●交通／三岐鉄道大矢知駅徒歩24分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成3年12月
●備考／8月23日より価格変更
　　(旧価格1,598万円）

18 1,780
●土地面積／229.00㎡（69.27坪）
●建物面積／156.77㎡（47.42坪）
●間取り／5LDK
●所在／四日市市采女町
●交通／四日市あすなろう鉄道
　　内部駅徒歩10分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／平成5年8月

75 2,000
●土地面積／471.76㎡（142.70坪)
●所在／四日市市山城町
●交通／三岐バスあさけが丘3丁目停徒歩4分
●用途地域／第2種中高層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ 
●容積率／200％

山城町 77 650
●土地面積／165.28㎡（49.99坪)
●所在／四日市市石塚町
●交通／近鉄中川原駅徒歩18分
●用途地域／第2種中高層住専地域
●地目／宅地●建ぺい率／60％ 
●容積率／160％
●備考／上物有（解体更地渡し）
　　前面道路、私道（持分なし）。下水枡、自費
　　で設置必要。遺跡内の為、届出必要

石塚町

●土地面積／307.60㎡（93.04坪）
●建物面積／487.02㎡（147.32坪）　
●所在／四日市市日永3丁目
●交通／四日市あすなろう鉄道南日永駅徒歩2分
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
●新築年月／昭和49年6月
●備考／現況6室満室賃貸中、屋外倉庫有、
　　屋上に携帯基地局有、外壁張替済、
　　利回り約11.9%、実質利回り約9.4%

35 3,600

現在満室の一棟売マンション

日永3丁目

駐車場6台

地域住民サービス店舗建築可

69 下海老町 800
●土地面積／455㎡（137.63坪）
●所在／四日市市下海老町
●交通／三交バスあがたハイツ停徒歩3分
●用途地域／調整区域●地目／原野 
●建ぺい率／60%●容積率／200% 
●備考／地域住民サービスの
   建築には別途協議が必要です

東阿倉川21 2,150243,33023
●土地面積／165.28㎡（49.99坪）
●建物面積／75.14㎡（22.72坪）
●間取り／3LDK
●所在／四日市市大字東阿倉川
●交通／近鉄阿倉川駅徒歩8分
●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●新築年月／昭和50年3月
●備考／ナショナル住宅(パナホーム)、 
　　平成29年11月外壁一部塗装済、
   未登記別棟有(約16.56㎡、昭和60年築)、
　　再建築時はセットバック要

即案内可、海蔵小学校・山手中学校・
駅・スーパー・病院徒歩圏内

洋室洋室 和室和室

ベランダ

押入押入

2Ｆ

和室和室 ＬＬ ＤＫＤＫ

浴室浴室
洗面洗面 トイレトイレ

押入押入押入押入

物入物入

玄関玄関

1Ｆ

菰野町潤田

押入2Ｆ
洋室洋室

浴室トイレ

洗面

押入

押入

押入

仏間

ＤＫ

1Ｆ

洋室

洋室洋室和室

玄関 玄関

和室

脱衣所 洋室

8ＤＫ＋ミニキッチン付
駐車場3台

●土地面積／247.45㎡（74.85坪）
●建物面積／166.27㎡（50.29坪）
●間取り／8DK
●所在／三重郡菰野町大字潤田
●交通／菰野コミュニティバス
　　三滝園停徒歩2分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／昭和58年3月
●備考／居住中、引渡しは要相談、
　　平成21年増築、西側道路私道(持分6分の1)

25 1,500

収益物件収益物件

34 4,800浜田町
●土地面積／100.61㎡（30.43坪）
●建物面積／303.30㎡（91.74坪）
●所在／四日市市浜田町
●交通／近鉄四日市駅徒歩8分
●構造／鉄骨造陸屋根4階建
●新築年月／昭和60年9月
●備考／満室時年間想定家賃約820万
　　満室時想定利回り17.09％
　　現在年間家賃2,423,520円

36 1,480

テナントビル全７室、一棟売ビル

27 880

●間取り／4DK●所在／四日市市小杉町
●交通／三交バス小杉停徒歩3分
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●新築年月／昭和55年2月

●土地面積／139.70㎡（42.25坪）
●建物面積／70.67㎡（21.37坪）

小杉町

南北両面道路、
大容量小屋根裏収納有り

駐車場3台

1Ｆ 2Ｆ

65

建築条件なしの開発団地内物件

1,201.8
●土地面積／204.32㎡（61.80坪）
●所在／四日市市生桑町
●交通／三交バス毘沙門前停徒歩12分
●用途地域／第1種低層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／50％ ●容積率／80％
●備考／有効面積171.10㎡（51.75坪）

生桑町64

JR南四日市駅徒歩4分

1,688
●土地面積／概測697.52㎡（211坪）
●所在／四日市市大字六呂見
●交通／JR南四日市駅徒歩4分
●用途地域／準工業地域
●地目／田
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／農地法届出要、境界確定後
　　坪8万円で実測精算

大字六呂見59 980
●土地面積／約190.74㎡（約57.69坪）
●所在／四日市市別山3丁目
●交通／三交バス別山中央停徒歩4分
●用途地域／第1種低層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／50％ ●容積率／80％
●備考／別山地区地区計画有
　　（A地区）給水分担金要、がけ条例

別山3丁目

南西角地、北永台団地内

61

川原町駅まで徒歩11分更地、他区画有

200
●土地面積／120.00㎡（36.30坪）
●所在／四日市市万古町
●交通／近鉄川原町駅11分
●用途地域／準工業地域
●地目／田
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／セットバック要、農地転用届出要、
　　水道本管延長及び引込工事要

万古町

鈴鹿市国府町

リフォーム済再生住宅

リフォーム内容

外壁・屋根塗装、システムキッチン・
ユニットバス・洗面化粧台・トイレ交換

駐車場2台

平成31年リフォーム済、角地
駐車場2台

笹川7丁目30
●土地面積／357.51㎡（108.14坪）
●建物面積／117.51㎡（35.54坪）
●間取り／5DK+S
●所在／四日市市笹川7丁目
●交通／三交バス
　　笹川東小学校前停徒歩４分
●構造／軽量鉄骨造スレート葺
　　2階建
●新築年月／昭和43年3月
●備考／付属建物有り、
　　車庫（鉄骨コンクリート造陸屋根
   平家建14.71㎡（4.44坪））、
　　昭和48年築、更地渡し可

東南角地、
南側が公園です

2Ｆ

和室和室

洋室洋室

仏間仏間

納戸納戸 ホールホール

押入押入 押入押入
床の間床の間

トイレトイレ

1Ｆ ＤＫＤＫ 和室和室

和室和室

洋室洋室

玄関玄関

押入押入押入押入

浴室浴室 洗面洗面

床床

勝手口勝手口

●土地面積／330.20㎡（99.88坪）
●建物面積／135.33㎡（40.93坪）
●間取り／6DK
●所在／鈴鹿市長太旭町4丁目
●交通／近鉄長太ノ浦駅徒歩3分
●構造／木造瓦葺2階建
●新築年月／昭和51年11月

31 930

6DK、大家族に適しています

鈴鹿市長太旭町4丁目

駐車場2台

32

29 2,950 1,200

駐車場1台

●土地面積／169.24㎡（51.19坪）
●建物面積／95.63㎡（28.92坪）
●間取り／4LDK●所在／桑名市大字和泉
●交通／近鉄伊勢朝日駅徒歩21分
●構造／木造スレート葺2階建
●新築年月／新築
●備考／令和元年7月完成済
　　②号棟土地160.34㎡建物96.05㎡ 2,480万円
   8月21日より価格変更(旧価格2,380万円）

26

2,180桑名市大字
和泉①号棟

43

近鉄中菰野駅徒歩9分の整形地

1,190
●土地面積／248.99㎡（75.31坪）
●所在／三重郡菰野町大羽根園呉竹町
●交通／近鉄中菰野駅徒歩9分
●用途地域／第1種中高層住専地域
●地目／宅地　
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／更地、整形地、上下水道引込有
　　即建築可能

菰野町大羽根園
呉竹町

74

広道沿い、住宅用地に適

780
●土地面積／189.29㎡（57.26坪）
●所在／鈴鹿市国府町
●交通／C-バス赤坂停徒歩5分
●用途地域／工業地域
●地目／宅地　
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／更地、前面道路の拡幅予定有

広永町73 584
●土地面積／160.92㎡（48.67坪）
●所在／四日市市広永町
●交通／四日市市自主運行バス北永台停徒歩2分
●用途地域／第1種中高層住専地域
●地目／宅地　
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％

建築条件なし

鈴鹿市末広北3丁目71 1,570
●土地面積／207.12㎡（62.65坪）
●所在／鈴鹿市末広北3丁目
●交通／伊勢鉄道玉垣駅徒歩24分
●用途地域／第1種住居地域
●地目／宅地、田　
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／更地、水道分担金、審査手数料
　　工事費要

建築条件なし

鈴鹿市末広北2丁目72 1,390
●土地面積／183.72㎡（55.57坪）
●所在／鈴鹿市末広北2丁目
●交通／伊勢鉄道玉垣駅徒歩17分
●用途地域／第1種住居地域
●地目／宅地　
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／更地、水道引込有（水道分担金
　　支払済、審査手数料要）

820
●土地面積／305.53㎡（92.42坪）
●所在／四日市市塩浜町1番160他
●交通／近鉄塩浜駅徒歩10分
●用途地域／第2種住居地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ 
●容積率／160％～200%
●備考／他区画有、
　　　給水分担金108,000円、
　　　審査手数料8,000円別途必要

42 グリーンハイツ塩浜4号地

塩浜駅徒歩約10分
塩浜小学校徒歩約4分

ユマニテク
医療福祉大学
ユマニテク

医療福祉大学
ヘルスプラザヘルスプラザ

塩浜郵便局塩浜郵便局

すき家すき家

至２３号線至２３号線

鈴鹿川

港屋港屋

昭和
四日市
石油

昭和
四日市
石油

三重銀行
塩浜支店
三重銀行
塩浜支店

現地

塩浜駅塩浜駅

塩浜郵便局前塩浜郵便局前

塩浜本町塩浜本町

浜旭浜旭

弊社売主につき

仲介手数料不要

詳細は

お問合せ下さい

土地全区画90坪以上

道路約 11ｍ

道
路
約
6ｍ道
路
約
4ｍ

①

④

⑩

　

⑬

　 建築条件なし

済○

済○

済○

済○

済○

済○

済○
済

済

○

○

Ｎ

①

④

⑩

⑬

302.38㎡

305.53㎡

303.82㎡

303.09㎡

91.47坪

92.42坪

91.90坪

91.68坪

850万円

820万円

1,050万円

1,100万円

9.30万円

8.87万円

11.42万円

12.00万円

土地（㎡) 土地(坪) 価　格 坪単価

近鉄菰野駅まで徒歩13分

54 1,200
●土地面積／245.81㎡（74.35坪）
●所在／三重郡菰野町大字宿野
●交通／近鉄菰野駅徒歩13分
●用途地域／調整区域●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／上物有（現況渡し）都市計画法第
　　４２条の許可要｡下水枡は設置済みですが
　　受益者分担金（400円／㎡)要

菰野町宿野

小古曽東2丁目22 2,998
●土地面積／203.57㎡（61.57坪）
●建物面積／189.62㎡（57.36坪）
●間取り／4LDK
●所在／四日市市小古曽東2丁目
●交通／四日市あすなろう鉄道小古曽駅徒歩5分
●構造／木造合金メッキ鋼板葺2階建
●新築年月／平成28年4月
●備考／オール電化、
　　太陽光発電(15ｋｗ)付、
　　築3年、インナーバルコニー付

駐車場4台

インナーガレージ2台分
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物入物入

物入物入
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物入物入

物入物入 物入物入

ホールホール
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洗面洗面

勝手口勝手口

ウッド
デッキ1Ｆ

平成28年築

28 7,000菰野町千草

駐車場多数

●土地面積／3098.31㎡（937.23坪）
●建物面積／678.91㎡（205.37坪）
●所在／三重郡菰野町大字千草字西江野
●交通／近鉄湯の山温泉駅徒歩19分
●構造／鉄骨造ルーフィング葺2階建●新築年月／昭和63年12月
●備考／都市計画法第42条若しくは第43条の許可要、
   旅館／鉄骨造ルーフィング葺2階建、延床 378.66㎡(114.54坪)×2棟 、
   他建物有（プロパン庫、浴室、管理棟有）、旅館としての使用、
   再建築は、許可を受ければ可能です。

旅館営業をお考えの方

旅館3棟 (約205坪×１棟、114.54坪×2棟)

浴室棟(約41坪)

敷地約937坪

63

建物解体更地渡し、土地約70坪、
坪単価約12万円、暁幼稚園近い、南西側道路

850
●土地面積／234.71㎡（70.99坪）
●所在／四日市市天カ須賀2丁目
●交通／近鉄川越富洲原駅徒歩11分
●用途地域／第1種住居地域●地目／宅地
●建ぺい率／60％●容積率／160％
●備考／上物有、解体更地渡し、現況の橋梁
　（幅約2.3～3.3ｍ）は水路使用の許可取得済

天カ須賀2丁目60

近鉄中川原駅まで徒歩15分

4,100
●土地面積／532.22㎡（160.99坪）
●所在／四日市市石塚町
●交通／近鉄中川原駅徒歩15分
●用途地域／第2種中高層住専地域
●地目／宅地、田
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／農地転用届出要、上物有　　　
　（鉄骨造平家建70.68㎡木造平家建49.68㎡）

石塚町

52 340
●土地面積／62.80㎡（18.99坪）
●所在／四日市市富洲原町
●交通／近鉄川越富洲原駅徒歩11分
●用途地域／商業地域
●地目／宅地
●建ぺい率／80％ ●容積率／400％
●備考／古家有り、解体更地渡し

富洲原町

62

南側道路、2階建てを建てたら伊勢湾が見えます

200
●土地面積／216.00㎡（65.34坪）
●所在／鈴鹿市長太新町4丁目
●交通／近鉄楠駅徒歩17分
●用途地域／第1種低層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／100％
●備考／更地、セットバック要（セットバック後予定面積
　　約214.63㎡）、建築には建築基準法第43条第2項但し
　　書き道路の許可要、海岸保全区域内、がけ条例

鈴鹿市長太
新町4丁目

70 480東富田町
●土地面積／138.83㎡（41.99坪）

JR富田駅徒歩9分

●所在／四日市市東富田町
●交通／近鉄富田駅徒歩14分
●用途地域／第1種住居地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／160％
●備考／収益物件、貸駐車場
　　6台中5台賃貸中、3000円／1台

新　築

完成済

駐車場3台

新築分譲住宅全3棟

高角町
●土地面積／457.15㎡（138.28坪)

南向き、土地約138坪

76 1,380

●所在／四日市市高角町
●交通／三交バス神前市民センター前停徒歩8分
●用途地域／調整区域●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／100％
●備考／専用住宅建築可能、
　　都市計画法第29条又は第43条許可要、
　　セットバック要、伊正寺遺跡内

78菰野町千草 500
●土地面積／174.00㎡(52.63坪)
●所在／三重郡菰野町大字千草
●交通／菰野コミュニティバス東江野停徒歩9分
●用途地域／調整区域
●地目／原野
●建ぺい率／60％
●容積率／100％
●備考／自然溢れる環境です。

クアヒルズ湯の山、角地

67

近鉄四日市駅徒歩13分、主体会病院至近

1,500
●土地面積／220.64㎡（66.74坪）
●所在／四日市市城東町
●交通／近鉄四日市駅徒歩13分
●用途地域／第2種住居地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／192％
●備考／更地、上水道、都市ガス引込
　　工事要、道路間口約6.3ｍの不整形地

城東町

新築分譲住宅全2棟駐車場2台

新　築

新価格

元町
●土地面積／201.67㎡（61.00坪）
●建物面積／815.34㎡（246.64坪）
●所在／四日市市元町
●交通／近鉄四日市駅徒歩12分
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根8階建
●新築年月／平成6年4月
●備考／2DK×15室（現況満室）
　　年間家賃約960万、満室時想定利回り5.48％

33 17,500

一棟売マンション 収益物件

田村マンションB棟
●土地面積／521.19㎡（157.65坪）
●建物面積／326.70㎡（98.82坪）A棟B棟合計

●土地面積／163.98㎡（49.60坪）
●建物面積／96.88㎡（29.30坪）

●専有面積／72.36㎡（21.88坪）
●バルコニー面積／8.91㎡（2.69坪）

フルリフォームアフターサービス保証付

レインボー阿倉川
●専有面積／82.42㎡（24.93坪）
●バルコニー面積／12.39㎡（3.74坪）

フルリフォームアフターサービス保証付

令和元年８月リフォーム完了予定

システムキッチン、ユニットバス、
洗面化粧台、トイレ、給湯器交換
フローリング、クロス張替、
室内クリーニング

令和元年7月リフォーム完了済

システムキッチン、ユニットバス、
トイレ、洗面化粧台交換
クロス張替、室内クリーニング

●土地面積／355.86㎡（107.64坪）
●建物面積／約349.47㎡（約105.71坪）
●間取り／1階2LDK＋2S(中庭あり)2階未造作(別玄関)
●所在／三重郡菰野町
   大羽根園柴垣町
●交通／近鉄中菰野駅徒歩13分
●構造／重量鉄骨造瓦葺2階建
●新築年月／平成17年1月
●備考／現況引渡し
   (2階未造作)建物未登記
   (売主にて登記します)

2世帯住宅にできます
駐車場2台

ポーチ

和室和室
洋室洋室

物入物入 物入物入

ホールホール

床の間床の間

浴室浴室 洗面洗面

クローゼットクローゼット

勝手口勝手口

ＬＬＫＫ

中庭

物置

ミニキッチンミニキッチン

外階段

1Ｆ

収益物件

西大鐘町

一棟売りコーポ
表面利回り約12％、大和ハウスの建物

駐車場17台

備考／上記建物面積はA棟B棟の合計、賃貸中、全10
戸の内空室2戸、年間収入約480万、表面利回り約12
％、平成25年外壁・屋根塗装済、本物件は調整区域
内の為、売買には四日市市開発審査会の許可要

●専有面積／71.95㎡（21.76坪）
●バルコニー面積／17.12㎡（5.17坪）
●間取り／3ＬDK
●所在／四日市市北浜田町
●交通／近鉄四日市駅徒歩8分
●構造／鉄骨鉄筋コンクリート造10階建10階部分
●新築年月／平成1年5月
●管理費等／15,700円/月
●駐車場／空無し

最上階、角部屋、浜田小学校まで約100ｍ

ＬＤＫＬＤＫ

和室和室

洋室洋室
洋室洋室

バルコニーバルコニー

バルコニーバルコニー

浴室浴室

収納収納 アルコープアルコープ

第3北浜田マンション

駐車場2台
（車種による）

収益用としてもご検討下さい

洋室洋室 洋室洋室

2Ｆ

ＤＫＤＫ

洋室洋室
洋室洋室

玄関玄関

ホールホールトイレトイレ

クローゼットクローゼット

1Ｆ

建築中
1Ｆ1Ｆ

ＬＤＫＬＤＫ

和室和室

玄関玄関

浴室浴室

トイレトイレ

洗面所洗面所

収納収納

2Ｆ2Ｆ

洋室洋室
洋室洋室

洋室洋室
トイレトイレ

バルコニーバルコニー

収納収納

収納収納

収納収納 収納収納

37 笹川公団 400
●専有面積／51.66㎡（15.62坪）
●間取り／2LDK●所在／四日市市笹川9丁目
●交通／三交バス笹川西停徒歩3分
●構造／鉄筋コンクリート造5階建5階部分
●新築年月／昭和50年3月
●管理費等／7,000円/月
●駐車場／1,000円/月
●備考／年間家賃/４５６,000円　
　　利回り11.4％

38

川越町
当新田②号棟

菰野町
大羽根園柴垣町

4,000

2,380

●間取り／1LDK×10戸●所在／四日市市西大鐘町
●交通／三岐鉄道暁学園駅徒歩18分
●構造／軽量鉄骨造スレート葺2階建
●新築年月／平成3年8月
●

●間取り／4LDK
●所在／三重郡川越町当新田
●交通／近鉄伊勢朝日駅徒歩4分
●構造／木造スレート葺2階建
●新築年月／新築
●備考／令和元年11月
　　完成予定
　　建築番号：確認サービス、
　　第KS119-0410-53019号

40 990

●間取り／3ＬDK●所在／四日市市東茂福町
●交通／近鉄富田駅徒歩14分
●構造／鉄筋コンクリート造5階建1階部分
●新築年月／昭和55年12月
●管理費等／15,600円/月
●駐車場／空無し

41 1,680

●間取り／4ＬDK●所在／四日市市万古町
●交通／近鉄阿倉川駅徒歩9分
●構造／鉄筋コンクリート造11階建7階部分
●新築年月／平成4年4月
●管理費等／18,880円/月
●駐車場／空無し
●備考／ペット飼育相談

オーナーチェンジ物件

平成25年3月リフォーム済

クロス・床

平成27年2月リフォーム済

給湯器交換

収益物件

2Ｆ
和室和室

洋室洋室

洋室洋室

バルコニーバルコニー

押入押入

収納収納

1Ｆ

和室和室

玄関玄関

押入押入床の間床の間

収納収納

ＬＤＬＤ

ＫＫ

●土地面積／165.29㎡（50.00坪）
●建物面積／100.50㎡（30.40坪)
●間取り／4LDK
●所在／三重郡菰野町大字菰野
●交通／近鉄中菰野駅徒歩10分
●構造／木造スレート葺2階建
●新築年月／平成12年2月
●備考／引渡しは契約から約3ヶ月後、
　　平成29年6月外壁塗装済

●土地面積／841.12㎡（254.43坪）
●建物面積／114.55㎡（34.65坪）
●間取り／5DK●所在／四日市市桜町
●交通／近鉄桜駅徒歩17分
●構造／木造スレート葺2階建
●新築年月／昭和60年2月
●備考／都市計画法第29条
　　又は第43条の許可要
　　水路占有許可要

笹川公団39 350
●専有面積／51.66㎡（15.62坪）
●間取り／3DK●所在／四日市市笹川9丁目
●交通／三交バス笹川西停徒歩3分
●構造／鉄筋コンクリート造5階建4階部分
●新築年月／昭和50年3月
●管理費等／6,000円/月
●駐車場／1,000円/月
●備考／トランクルーム1,000円/月有

笹川団地

新価格

新価格

新価格

新価格

55

近鉄川原町駅まで徒歩11分

1,500
●土地面積／273.41㎡（82.70坪）
●所在／四日市市清水町
●交通／近鉄川原町駅徒歩11分
●用途地域／準工業地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／上物有（木・鉄骨造2階建372.16㎡）

清水町

48

建物解体更地渡し

380
●土地面積／125.55㎡（37.97坪）
●所在／四日市市楠町本郷
●交通／近鉄北楠駅徒歩11分
●用途地域／第1種中高層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／160％
●備考／セットバック要

楠町本郷

44

北勢中央公園駅、一号舘すぐの土地

820
●土地面積／271.40㎡（82.09坪）
●所在／四日市市市場町
●交通／三岐鉄道北勢中央公園駅徒歩3分
●用途地域／調整区域●地目／田
●建ぺい率／60％ ●容積率／100％

市場町A

56

平屋をお考えの方に最適

850
●土地面積／337.60㎡（102.12坪）
●所在／三重郡菰野町大字杉谷
●交通／菰野コミュニティバス尾高口停徒歩2分
●用途地域／都市計画区域外
●地目／宅地
●備考／更地、水道引込有（水道加入
　　金、審査手数料要）

菰野町杉谷
(一本木団地） 57

三滝中学校徒歩約4分

980
●土地面積／271.50㎡（82.12坪）
●所在／四日市市高角町
●交通／近鉄高角駅徒歩6分
●用途地域／調整区域●地目／宅地
●建ぺい率／60％●容積率／200％
●備考／都市計画法第29条又は43条
　　許可要、水道引込工事要、上記土地
　　面積には進入路部分約45㎡含む

高角町 58

敷地面積約93坪

1,500
●土地面積／308.75㎡（93.39坪）
●所在／四日市市三重5丁目
●交通／三交バス三重6丁目停徒歩1分
●用途地域／第1種低層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／50％ ●容積率／80％
●備考／上物有（木造平家建68.58㎡）

三重5丁目

チラシ初

チラシ初

チラシ初

チラシ初

49

建物解体更地渡し

1,080
●土地面積／287.35㎡（86.92坪）
●所在／四日市市楠町本郷
●交通／近鉄北楠駅徒歩15分
●用途地域／第1種中高層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／中古住宅としてもご検討下さい

楠町本郷

チラシ初

50

敷地面積118.55坪

1,150
●土地面積／実測391.93㎡（118.55坪）
●所在／四日市市西日野町
●交通／あすなろう鉄道西日野駅徒歩8分
●用途地域／第1種中高層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／160％

西日野町

チラシ初

51

道路の高低差少ない

1,318
●土地面積／198.08㎡（59.91坪）
●所在／四日市市別山1丁目
●交通／近鉄伊勢川島駅徒歩15分
●用途地域／第1種低層住専地域
●地目／宅地　
●建ぺい率／50％ ●容積率／80％
●備考／水道加入金116,000円別途要、
　　別山地区計画

別山1丁目

チラシ初

45

近鉄阿倉川駅近い、羽津小学校区

551.6
●土地面積／91.04㎡（27.53坪）
●所在／四日市市羽津山町
●交通／近鉄阿倉川駅徒歩5分
●用途地域／準工業地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
●備考／現況貸駐車場　　
　　上下水道、都市ガス有

羽津山町

チラシ初

46

南側道路の更地、内部小学校区

850
●土地面積／191.57㎡（57.94坪）
●所在／四日市市采女町
●交通／あすなろう鉄道内部駅徒歩15分
●用途地域／第２種中高層住専地域
●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／160％
●備考／更地、上水道引込工事及び負担金要、
　　セットバック済、電柱は敷地内、南西角に移設
　　予定、三交バス内部橋停徒歩約7分

采女町

チラシ初

47

事務所・資材置場等に

1,100
●土地面積／2098㎡（634.64坪）
●所在／三重郡菰野町大字小島
●交通／三交バス小島口停徒歩2分
●用途地域／都市計画区域外
●地目／山林
●備考／現況渡し、水道加入金、審査手数料、
　　工事費用要、建築を伴う造成の場合、
　　菰野町指導要綱による手続き要

菰野町小島

チラシ初

新価格

備考／四日市条例の緩和措置により、都市計画法
第43条の許可取得により一戸建専用住宅建築可
（既存集落外の為、四日市市との協議が必要）他区
画有（他の区画では建築の際に但し書き道路の認
定要）上水道引込有、農地法第5条許可要

●

バルコニーバルコニー

押入押入

トイレトイレ

クロー
ゼット
クロー
ゼット

2Ｆ2Ｆ

和室和室

玄関玄関

押入押入

広緑広緑

ＬＬ

クロー
ゼット
クロー
ゼット

1Ｆ1Ｆ

采女町（　　　　　　　　　　）グリーンヒル
森ヶ山

平成31年リフォーム済

システムキッチン新設、1F2Fトイレ新設
洗面化粧台新設、外壁塗装工事済、防蟻処理工事済

駐車場2台

平成31年1月リフォーム済

システムキッチン、ユニットバス、
トイレ、給湯器交換等

7LDK、駐車2台のガレージ付

1Ｆ1Ｆ

玄関玄関

収納収納

ＬＬ
Ｄ　ＫＤ　Ｋ

洋室洋室

洋室洋室

B1B1

車庫車庫

2Ｆ2Ｆ

ベランダベランダ

菰野町菰野

駐車場多数
車を多数お持ちの方に最適です

桜町

2Ｆ
洋室洋室 洋室洋室

バルコニーバルコニー

押入押入

1Ｆ

ＤＫＤＫ

洋室洋室

洋室洋室
洋室洋室

玄関玄関 物入物入

押入押入

押入押入

押入押入

縁側縁側


