
ライフパートナー 山形 で検索

売却についてＨＰに詳細掲載中！
相談も査定も無料！からもお気軽に行えます。

【公認不動産コンサルティングマスター常駐】

http://www.y-lifepartner.jp

不動産売却物件募集！！
戸建 土地 マンション アパート

不動産に関するプロフェッショナルとして単純な売買等に留まらない多種多様
な不動産ニーズに対応し、ご相談にお答えします。

●土地／960.54㎡（290.56坪）
●建物／223.16㎡(35.58坪)
●構造／木造2階建（２ＬＤＫ+1F店舗）
●築年月／平成11年月不詳(H14年増築)
●学区／高崎小・東根三中
●交通／新田バス停徒歩2分
●備考／倉庫有

●土地／249.56㎡（75.49坪）
●建物／121.31㎡ (36.69坪)
●構造／木造2階建(５ＬＤＫ)
●築年月／平成29年7月
●学区／みはらしの丘小・上山北中
●交通／大石バス停徒歩6分
●備考／居住中、オール電化

●土地／115.76㎡（35.01坪）
●建物／91.09㎡ (27.55坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ)
●完成予定／平成30年10月
●学区／山形十小、山形三中　
●交通／清住町北バス停徒歩3分
●備考／第東日本18-01-1092

●土地／660.66㎡（199.84坪）
●建物／283.56㎡(85.77坪)
●構造／木造2階建
●築年月／平成12年12月(Ｈ26年改装）
●交通／JR南天童駅徒歩8分
●備考／駐車13台可、周辺商業施設充実

小学校まで400ｍの安心通学地
お買い物便利な立地です♪

高崎小近く　1Ｆ店舗2Ｆ居宅
飲食店におすすめです！

飲食店におすすめの居抜き物件！
イオンモール近く賑やかなエリア

【店舗付住宅】 １,１８０万円

東根市大字観音寺

【戸建】　　　 ２,７００万円

上山市みはらしの丘山形市清住町2丁目

【新築建売】　　２,３９０万円

天童市東芳賀3丁目

【店舗】　　 　３,０００ 万円

山形市花楯２丁目

米沢市通町2丁目
【戸建】　　　　　６９０万円

●土地／349.95㎡（105.85坪）
●建物／103.84㎡(31.41坪)
●構造／木造2階建（４ＬＤＫ）
●築年月／昭和63年11月
●学区／松川小・米沢五中
●交通／JR米沢駅　2.7㎞
●備考／駐車4台、未登記物置2棟

尾花沢市梺町４丁目
【戸建】　　　　４００万円

川西町大字下小松 山形市青田4丁目
【土地】　   １,２５０ 万円

●土地／169.49㎡（51.27坪） 
●地目／宅地
●用途地域／第2種低層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／60％・150％
●学区／南小・山形六中
●交通／青田バス停徒歩5分
●備考／都市ガス

寒河江市大字日田
【土地】　    　３７０ 万円

●土地／251.87㎡（76.19坪） 
●地目／宅地
●用途地域／指定なし
●建ぺい率・容積率／70％・200％
●学区／西根小、陵東中
●交通／JR寒河江駅2.7㎞
●備考／建築条件無

●土地／1616.94㎡（489.12坪）
●建物／112.39㎡(33.39坪)
●構造／木造平家建（４ＤＫ）
●築年月／大正9年月不詳
●学区／犬川小・川西中
●交通／犬川駅　1.9ｋｍ
●備考／別棟建物有

建築条件無！お買物便利な立地

尾花沢小学校へ約500ｍ！

小学校まで400ｍ！消雪設備有り

建築条件無! 日当り良好南道路

蔵・囲炉裏のある古民家住宅

山形市南館5丁目
【土地】　 　１,４００ 万円

●土地／272.67㎡（82.48坪） 
●地目／宅地
●用途地域／第2種低層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／60％・150％
●学区／南沼原小、山形十中
●交通／富の中バス停徒歩4分
●備考／築古建物有、現況渡し

建築条件無！小学校・ｽｰﾊﾟｰ近所

即 現金買取り致します。 無料相談！！ 無料査定！！ 秘密厳守！！

広告有効期限　
平成30年8月末

●土地／912.39㎡（276.00坪）
●地目／宅地
●都市計画／市街化調整区域(※)
●建ぺい率・容積率／70％・200％
●学区／明治小・山形七中
●交通／JR漆山駅　2.7㎞
●備考／法以前宅地

建築条件無！郊外の広々敷地

南陽市宮内
【戸建】　　　  ６５０万円

●土地／359.14㎡（108.63坪）
●建物／159.26㎡(48.17坪)
●構造／木造2階建（４ＤＫ）
●築年月／昭和57年12月
●学区／宮内小・宮内中
●交通／宮内駅徒歩8分
●備考／ビルトイン車庫有

宮内駅まで600ｍ！スーパー近所

【戸建】　　 ３,６００万円

山形市嶋南2丁目

●土地／270.86㎡（81.93坪）
●建物／127.73㎡(38.63坪)
●構造／木造2階建（４ＬＤＫ）
●築年月／平成23年7月
●学区／金井小、金井中　
●交通／嶋南二丁目バス停徒歩2分
●備考／オール電化、駐車4台

築７年！オシャレで機能的な住宅

築１年！カーポート付築浅住宅
　綺麗な街並みの分譲地内です

●土地／220.00㎡（66.55坪）
●建物／169.85㎡(51.37坪)
●構造／木造２階建(1F店舗､3LDK+ﾛﾌﾄ)
●築年月／平成12年6月
●学区／桜田小・山形十中
●交通／元木バス停徒歩4分
●備考／駐車5台、H30.6月ﾘﾌｫｰﾑ

1F：飲食店居抜き
2F：外装工事､内部ﾘﾌｫｰﾑ済

山形市元木3丁目

【店舗付住宅】　 ３,７００万円

【ﾘﾌｫｰﾑ内容】
ｴｱｺﾝ新品 4台、
ｸﾛｽ張替え、
IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ、
洗面化粧台新
品交換

尾花沢市新町1丁目
【土地】　    　７００ 万円

交通量が多く
集客が期待で
きます！
カウンター席
テーブル席
座敷席有り

広々土間収納､
駐車 3台可、
各階トイレ、
外壁お好みの
ｶﾗｰに選択可

駐車場広々
４台以上可！
カーポート付
食洗器付
各階トイレ有
ﾊﾟｳﾀﾞｰﾙｰﾑ有

駐車場広々
10 台以上可！
宴会にも対応
可能な続き間
有、大容量の
倉庫有

山形市大字渋江
【土地】　   　 ９００ 万円

米沢市城北2丁目
【土地】　    　３７０ 万円

●土地／327.36㎡（99.02坪） 
●地目／宅地
●用途地域／第2種住居地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／北部小、米沢四中
●交通／NTT前バス停徒歩4分
●備考／建築条件無、更地渡

市役所・中心市街地近くです

【土地】　    　５５０ 万円

●土地／422.63㎡（127.84坪） 
●地目／田（農地転用許可要）
●用途地域／第一種住居地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／尾花沢小、尾花沢中
●交通／新町1丁目バス停徒歩3分
●備考／南西角地、現況渡し

市役所まで300ｍ! 建築条件無

山形市小荷駄町
【土地】　 　　７８０ 万円

●土地／108.00㎡（32.67坪） 
●地目／宅地
●用途地域／第2種住居地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／山形六小、山形六中
●交通／六中前バス停徒歩6分
●備考／築古建物有、解体渡し

建築条件無！南面道路

●土地／340.74㎡（103.07坪）
●建物／167.34㎡(50.62坪)
●構造／軽量鉄骨造2階建（７ＬＤＫ）
●築年月／平成1年8月
●学区／赤湯小・赤湯中
●交通／JR赤湯駅徒歩9分
●備考／居住中

大手ハウスメーカー施工住宅！
各種店舗充実した便利な住環境

【戸建】　　　１,２５０万円

南陽市郡山

車庫 3台
外駐車場 2台
約 7帖の広々
サンルーム付
全居室６帖以
上

新庄市金沢
【戸建】　　　　７８０万円

ＪＲ新庄駅へ徒歩圏内です

【戸建】　　　　 ６８０万円

【戸建】　　 １,６８０万円

山形市上桜田1丁目

●土地／211.88㎡（64.09坪）
●建物／111.48㎡(33.72坪)
●構造／木造2階建（６ＤＫ）
●築年月／昭和47年12月
●学区／東小、山形四中　
●交通／花楯町バス停徒歩2分
●備考／南側道路6ｍ

東小・山形四中近く通学安心♪

※宅地の造成及び建物の建築はできません。（建物建築の場合は開発許可が必要です）

【戸建】　　 ２,７９０万円

寒河江市ほなみ３丁目

●土地／274.00㎡（82.88坪）
●建物／117.62㎡(35.58坪)
●構造／木造2階建（５ＬＤＫ）
●築年月／平成25年12月●学区／西根
小、陵東中●交通／西根口バス停徒歩1
分●備考／オール電化、太陽光ﾊﾟﾈﾙ搭
載、長期優良住宅、土間収納有

築５年！大手ハウスメーカー施工

【戸建】　　 ３,５８０万円

築６年！南東角地で日当たり良好

●土地／245.00㎡（74.11坪）
●建物／118.92㎡(35.97坪)
●構造／木造2階建(３ＬＤＫ+洗濯室)
●築年月／平成24年6月
●学区／滝山小・山形六中
●交通／上桜田バス停徒歩5分
●備考／居住中、駐車4台可

●土地／264㎡（79.86坪）
●建物／136.57㎡(41.31坪)
●構造／木造2階建（６ＤＫ）
●築年月／平成5年10月●学区／尾花沢
小・尾花沢中●交通／大導寺バス停徒
歩2分●備考／前面道路に流雪溝有、屋
根裏収納有

●土地／578.57　㎡（175.01坪）
●建物／133.84㎡(40.48坪)
●構造／木造2階建（７ＤＫ）
●築年月／昭和45年11月
●学区／日新小・日新中
●交通／JR新庄駅　徒歩15分
●備考／駐車2台

上山市北町本丁
【土地】　    　３５０ 万円

昔ながらの商店街近所★市中心部

●土地／254.95㎡（77.12坪） 
●地目／宅地
●用途地域／近隣商業地域
●建ぺい率・容積率／80％・200％
●学区／上山小、上山北中
●交通／JRかみのやま温泉駅徒歩13分
●備考／築古建物有、現況渡し

鶴岡市陽光町

●土地／152.16㎡（46.02坪） 
●地目／宅地
●用途地域／第2種中高層住居専用地域
●建ぺい率・容積率／60％・200％
●学区／朝暘小、鶴岡四中
●交通／旧四小前バス停徒歩1分
●備考／建築条件無、更地渡

商業施設近隣！便利のいい立地


