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豊田市美山町 3　6,880万円億

■交通：「豊田
ＩＣ」徒歩 8分
■土地：
1122.10 ㎡■宅
地■準工業地域
■接道：北東側
南西側■建物：
1440.00 ㎡■平
成 26 年 5月築
■重量鉄骨造 6
階建■事務所
（自社ビルにど
うぞ）■東名高
速道路アクセス
良好■空家■現
況有姿渡し■引
渡し：相談

⼟地⾯積：1122.10㎡（約 339.43坪）
建物⾯積：1440.00㎡（約 435.60坪）

岡崎市上地町 1,950万円

■交通：「上地」停徒歩 9分■土地：159.64 ㎡■宅
地■市街化調整区域※旧既存宅地■接道：南側東側
■建物：91.23 ㎡■4ＳＬＤＫ■昭和 53 年 12 月築■
木造 2階建■空家■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：159.64㎡（約 48.29坪）
建物⾯積：91.23㎡（約 27.59坪）

岡崎市野畑町 1,980万円

■交通：「福岡町」停徒歩 9分■土地：
126.50 ㎡■宅地■第 1種住居地域■接道：
西側■建物：121.71 ㎡■4ＬＤＫ＋２Ｓ＋
サービスルーム■平成 9年 4月築■木造 3
階建■空家■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：126.50㎡（約 38.26坪）
建物⾯積：121.71㎡（約 36.81坪）

中古戸建

新城市作手田原 623万円

■交通：「大下」停徒歩 17 分■土地面積：474 ㎡■雑種地■都市
計画区域外■接道：南側公道■建 /容：60％/200％■更地■建築
条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：474㎡（約 143.38坪）
岡崎市羽栗町 800万円

■交通：「羽栗」停徒歩 4分■土地面積：155.42 ㎡■宅地■市街
化調整区域※旧住造法■接道：北側東側公道■建 /容：60％
/200％■上物あり■建築条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：155.42㎡（約 47.01坪）
豊川市東豊町 1,380万円

■交通：「豊川」駅徒歩 14 分■土地面積：139.16 ㎡■宅地■第 1
種住居地域■接道：南側公道■建 /容：60％/200％■上物あり■
建築条件無■建物解体更地渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：139.16㎡（約 42.09坪）

岡崎市本宿町 1,390万円

■交通：「本宿」駅徒歩 10 分■土地面積：188.86 ㎡■宅地■第 1
種低層住専■接道：西側公道■建 /容：60％/100％■上物あり■
建築条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：188.86㎡（約 57.13坪）
岡崎市大平町 1,755万円

■交通：「男川」駅徒歩 23 分■土地面積：140.97 ㎡■雑種地■
近隣商業・準工業■接道：西側公道■建 /容：80％・60％/200％
■更地■建築条件無■造成後引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：140.97㎡（約 42.64坪）
岡崎市大平町 1,855万円

■交通：「男川」駅徒歩 23 分■土地面積：149.90 ㎡■雑種地■
近隣商業・準工業■接道：西側公道■建 /容：80％・60％/200％
■更地■建築条件無■造成後引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：149.90㎡（約 45.34坪）

岡崎市大平町 1,955万円

■交通：「男川」駅徒歩 23 分■土地面積：173.52 ㎡■雑種地■
近隣商業・準工業■接道：西側公道■建 /容：80％・60％/200％
■更地■建築条件無■造成後引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：173.52㎡（約 52.48坪）
岡崎市上地町 1,950万円

■交通：「相見」駅徒歩 22 分■土地面積：159.64 ㎡■宅地■市
街化調整区域※旧既存宅地■接道：南側東側公道■建 /容：60％
/200％■上物あり■東南角地■建築条件無■現況渡し■引渡：相
談

⼟地⾯積：159.64㎡（約 48.29坪）
安城市城ヶ入町 1,980万円

■交通：「城ヶ入」停徒歩 6分■土地面積：195.90 ㎡■宅地■市
街化調整区域※愛知県開発審査会基準 16 号■接道：南側公道■
建 /容：60％/200％■上物あり■南面道路■ゆとりの敷地■建築
条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：195.90㎡（約 59.25坪）

豊田市岩滝町 2,388万円

■交通：「双美団地口」停徒歩 6分■土地面積：447.16 ㎡※山林
211.62 ㎡部分は既存宅地ではありません。■宅地・山林■市街化
調整区域※旧既存宅地■接道：北側公道■建 /容：60％/200％■
更地■建築条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：447.16㎡（約 135.26坪）

豊田市岩滝町 2,588万円

■交通：「双美団地口」停徒歩 6分■土地面積：160.17 ㎡■宅地
■市街化調整区域※旧既存宅地■接道：北側公道■建 /容：60％
/200％■更地■建築条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：160.17㎡（約 48.54坪）

豊田市岩滝町 2,488万円

■交通：「双美団地口」停徒歩 6分■土地面積：180.29 ㎡■宅地
■市街化調整区域※旧既存宅地■接道：北側公道■建 /容：60％
/200％■更地■建築条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：180.29㎡（約 54.53坪）

豊田市鴛鴨町 2,633万円

■交通：「永覚」駅徒歩 9分■土地面積：212.19 ㎡■宅地■第 1
種低層住専■接道：東側公道■建 /容：50％/80％■造成済■建
築条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：212.19㎡（約 64.18坪）

豊田市鴛鴨町 2,633万円

■交通：「永覚」駅徒歩 9分■土地面積：169.84 ㎡■宅地■第 1
種低層住専■接道：南側公道■建 /容：50％/80％■造成済■建
築条件無■現況渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：169.84㎡（約 51.37坪）

岡崎市羽根町 2,588万円

■交通：「岡崎工業高校前」停徒歩 4分■土地面積：216.93 ㎡■
宅地■第 1種住居地域■接道：東側公道■建 /容：60％/200％■
更地■建築条件無■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：216.93㎡（約 65.63坪）

刈谷市高倉町 2,689万円

■交通：「逢妻」駅徒歩 7分■土地面積：171 ㎡■畑■第 1種住
居地域■接道：西側公道■建 /容：60％/200％■農地転用要■建
築条件無■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：171㎡（約 51.72坪）
岡崎市柱町 4,000万円

■交通：「岡崎」駅徒歩 13 分■土地面積：197 ㎡■田■第 1種住
居地域■接道：南側東側公道■建 /容：60％/200％■農地転用要
■岡崎駅南区画整理地内■建築条件無■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：197㎡（約 59.59坪）

岡崎市羽根町 2,588万円

■交通：「岡崎工業高校前」停徒歩 4分■土地面積：181.00 ㎡■
宅地■第 1種住居地域■接道：東側公道■建 /容：60％/200％■
更地■建築条件無■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：181.00㎡（約 54.75坪）

岡崎市元能見町 2,080万円2,180万円

■交通：「北岡崎」駅徒歩 14 分■土地面積：Ａ135.20 ㎡　Ｂ
189.39 ㎡■宅地■準工業地域■接道：東側公道■建 /容：60％
/160％■造成済■建築条件無■現況引渡し■引渡：相談

Ａ⼟地⾯積：135.20㎡（約 40.89坪）
Ｂ⼟地⾯積：189.39㎡（約 57.29坪）

Ａ⼟地⾯積：181.82㎡（約 55.00坪）
Ｂ⼟地⾯積：201.29㎡（約 60.89坪）

岡崎市土井町 2,380万円 2,630万円

■交通：「土井」停徒歩 6分■土地面積：Ａ181.82 ㎡　Ｂ201.29 ㎡　※分筆予定面積につき面積
増減あり■宅地■第 1種中高層住専■接道：西側公道■建 /容：60％/160％■造成済■建築条件
無■一括購入相談可■現況引渡し■引渡：相談

売り土地 一棟売りビル

岡崎市恵田町 50万円

■交通：「豊田東ＩＣ」車 11 分■土地面積：2842 ㎡■保安林・
山林■市街化調整区域■接道：北側私道■傾斜地■現況引渡し■
引渡：相談

⼟地⾯積：2842㎡（約 859.70坪）

豊田市黒坂町 128万円

■交通：「豊田松平ＩＣ」車 30 分■土地面積：163 ㎡■山林■都
市計画区域外■接道：北側東側私道■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：163㎡（約 49.30坪）

豊田市黒坂町 280万円

■交通：「岡崎東ＩＣ」車 37 分■土地面積：235 ㎡■山林■都市
計画区域外■接道：北西側北東側私道■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：235㎡（約 71.08坪）

豊田市大沼町 500万円

■交通：「新井前」徒歩 4分■土地面積：562 ㎡■山林■都市計
画区域外■接道：東側私道■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：562㎡（約 170.00坪）

豊田市田平沢町 500万円

■交通：「豊田松平」車 29 分■土地面積：1951.42 ㎡■山林■都
市計画区域外■接道：南側私道・東側私道■現況引渡し■引渡：
相談

⼟地⾯積：1,951.42㎡（約 590.30坪）

豊田市大沼町 550万円

■交通：「大畑」停徒歩 10 分■土地面積：421.86 ㎡■山林・宅
地■都市計画区域外■接道：南側公道■現況引渡し（上物あり）
■引渡：相談

⼟地⾯積：421.86㎡（約 127.61坪）

岡崎市上衣文町 1,130万円

■交通：「本宿」駅徒歩 24 分■土地面積：1869 ㎡■田■市街化
調整区域※農用地■接道：北側公道■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：1869㎡（約 565.37坪）

豊田市黒坂町 230万円

■交通：「岡崎東ＩＣ」車 35 分■土地面積：248 ㎡■山林■都市
計画区域外■接道：南西側私道■現況引渡し■引渡：相談

⼟地⾯積：248㎡（約 75.02坪）

リゾート他

岡崎市材木町 13,000円／台

■貸駐車場■交通：「図書館交流プラザ」停徒歩 3分■月々
13,000 円■アスファルト舗装■即日利用可能■複数台利用可能
■岡崎城近し■リブラ徒歩 3分■空台数：5台

月額

岡崎市明大寺町 13,000円／台

■貸駐車場■交通：「東岡崎」駅徒歩 3分■月々 13,000 円■屋
根付アスファルト舗装■即日利用可能■複数台利用可能■東岡
崎駅近し■空台数：2台※軽自動車区画 1台

月額

岡崎市井内町 4,500円／台

■貸駐車場■交通：「岡崎」駅徒歩 15 分■月々 4,500 円■アスファ
ルト舗装■即日利用可能■複数台利用可能■空台数：3台

月額

賃貸物件
ガレージ・駐車場の募集管理承ります。

岡崎市井内町 3,480万円

■交通：「岡崎」駅徒歩 19 分■土地：186.68 ㎡■宅地■第 1
種中高層住専■接道：南西側東側■建物：115.00 ㎡■3ＬＤＫ
■平成 15 年 2月築■木造 2階建■空家■現況有姿渡し■引渡
し：相談

⼟地⾯積：186.68㎡（約 56.47坪）
建物⾯積：115.00㎡（約 34.78坪）

岡崎市洞町 2,988万円

■交通：「西田潰」停徒歩 6分■土地：157.74 ㎡■宅地■市街化
調整区域※開発団地内■接道：北側■建物：111.37 ㎡■3ＬＤＫ
■平成 31 年 2月完成済■木造 2階建■現況有姿渡し■引渡し：
相談

⼟地⾯積：157.74㎡（約 47.71坪）
建物⾯積：111.37㎡（約 33.68坪）

岡崎市鴨田町 3,555万円

■交通：「百々住宅前」停徒歩 5分■土地：138.81 ㎡■宅地■第
1種住居地域■接道：南側北西側■建物：107.63 ㎡■3ＳＬＤＫ
＋屋上■令和 1年 8月完成予定■木造 2階建■南西角地■物件
完成後渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：138.81㎡（約 41.99坪）
建物⾯積：107.63㎡（約 32.55坪）

岡崎市鴨田町 3,555万円

■交通：「百々住宅前」停徒歩 5分■土地：117.65 ㎡■宅地■第
1種住居地域■接道：南側■建物：105.15 ㎡■2ＳＬＤＫ＋屋上
■令和 1年 8月完成予定■木造 2階建■公園目の前■物件完成
後渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：117.65㎡（約 35.58坪）
建物⾯積：105.15㎡（約 31.80坪）

幸田町大草 3,155万円

■交通：「幸田」駅徒歩 29 分■土地：170.86 ㎡■宅地■近隣商
業地域■接道：西側■建物：111.37 ㎡■3ＬＤＫ■平成 31 年 2
月完成済■木造 2階建■オール電化住宅■現況有姿渡し■引渡
し：相談

⼟地⾯積：170.86㎡（約 51.68坪）
建物⾯積：101.02㎡（約 30.55坪）

幸田町大草 3,155万円

■交通：「幸田」駅徒歩 29 分■土地：176.96 ㎡■宅地■近隣商
業地域■接道：西側東南側■建物：97.71 ㎡■3ＬＤＫ■平成 31
年 2月完成済■木造 2階建■オール電化住宅■現況有姿渡し■引
渡し：相談

⼟地⾯積：176.96㎡（約 53.53坪）
建物⾯積：97.71㎡（約 29.55坪）

新築戸建

☆岡崎駅徒歩圏☆小学校目の前

☆オール電化住宅

☆完成済即入居可能

☆南西角地

☆南西角地

☆公園目の前

☆南面道路

☆広々敷地

☆216 ㎡超の広い敷地☆ゆとりの敷地☆447 ㎡超の広々敷地

☆東南角地日当り良好

☆本宿駅徒歩圏

☆北西角地 ☆南面道路☆ゆとりある 474 ㎡超の敷地

☆造成後引渡し☆他区画有　☆一括購入可能

☆ゆとりの敷地 ☆広々敷地☆建築許可要

☆人気の岡崎駅南土地区画整理地内☆逢妻駅徒歩 7 分

☆旧既存宅地 ☆ゆとりの敷地

安城市城ヶ入町 1,980万円

■交通：「城ヶ入」停徒歩 6分■土地：195.90 ㎡■宅地■市街化調整区域※開発審査基準第 16 号■接道：南側■建物：102.10 ㎡■
5ＤＫ■昭和 58 年築■木造平家建■空家■建物越境有■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：195.90㎡（約 59.25坪）
建物⾯積：102.10㎡（約 30.88坪）

豊川市為当町 1,498万円

■交通：「愛知御津」駅徒歩 5分■土地：137.92 ㎡■宅地■第 1
種住居■接道：北側■建物：92.74 ㎡■5ＤＫ■平成 2年 2月築
■木造 2階建■空家■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：137.92㎡（約 41.72坪）
建物⾯積：92.74㎡（約 28.05坪）

豊川市白鳥町 1,498万円

■交通：「国府」駅徒歩 13 分■土地：122.57 ㎡■宅地■第 1種
住居■接道：北側西側■建物：97.64 ㎡■4ＬＤＫ■平成 3年 11
月築■木造 2階建■北西角地■空家■現況有姿渡し■引渡し：相
談

⼟地⾯積：122.57㎡（約 37.07坪）
建物⾯積：97.64㎡（約 29.53坪）

豊川市美園二 1,498万円

■交通：「伊奈」駅徒歩 13 分■土地：162.97 ㎡■宅地■第 1種
住居■接道：北側西側■建物：103.09 ㎡■4ＳＬＤＫ■昭和 63
年7月築■木造2階建■北西角地■空家■現況有姿渡し■引渡し：
相談

⼟地⾯積：162.97㎡（約 49.29坪）
建物⾯積：103.09㎡（約 31.18坪）

豊川市市田町 1,598万円

■交通：「八幡」駅徒歩 10 分■土地：158.68 ㎡■宅地■第 1種
住居■接道：南側■建物：82.39 ㎡■3ＬＤＫ■平成 13 年 7月築
■木造平家建■南面道路■空家■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：158.68㎡（約 48.00坪）
建物⾯積：82.39㎡（約 24.92坪）

岡崎市羽栗町 800万円

■交通：「羽栗」停徒歩４分■土地：155.42 ㎡■宅地■市街化調
整区域※旧住造法■接道：北側東側■建物：73.30 ㎡■3ＬＤＫ
■昭和 48 年 5月築■軽量鉄骨造 2階建■北西角地■空家■現況
有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：155.42㎡（約 47.01坪）
建物⾯積：73.30㎡（約 22.17坪）

豊川市東豊町 1,200万円

■交通：「豊川稲荷」駅徒歩 15 分■土地：139.16 ㎡■宅地■第 1
種住居■接道：南側■建物：103.47 ㎡■7ＤＫ■昭和 43 年 2月
※昭和 51 年増改築・昭和 62 年増改築■木造 2階建■南面道路
■空家■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：139.16㎡（約 42.09坪）
建物⾯積：103.47㎡（約 31.29坪）

岡崎市本宿町 1,390万円

■交通：「本宿」停徒歩 10 分■土地：188.86 ㎡■宅地■第 1種
低層住専■接道：西側■建物：96.05 ㎡■4ＬＤＫ■昭和 50 年 2
月築※昭和 57 年増築■木造 2階建■現況有姿渡し■引渡し：相
談

⼟地⾯積：188.86㎡（約 57.13坪）
建物⾯積：96.05㎡（約 29.05坪）

豊田市折平町 1,998万円

■交通：「山口」駅から 12ｋｍ■土地：195.91 ㎡■宅地■市街化
調整区域※開発団地内■接道：南側■建物：125.45 ㎡■5ＬＤＫ
■平成15年12月築■木造2階建■空家■現況有姿渡し■引渡し：
相談

⼟地⾯積：195.91㎡（約 59.26坪）
建物⾯積：125.45㎡（約 37.94坪）

岡崎市蓑川町 2,048万円

■交通：「藤川」駅徒歩 15 分■土地：165.00 ㎡■宅地■第 1種
住居地域■接道：南西側■建物：101.02 ㎡■4ＬＤＫ■昭和 63
年 4月築■木造 2階建■空家■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：165.00㎡（約 49.91坪）
建物⾯積：101.02㎡（約 30.55坪）

岡崎市戸崎町 2,048万円

■交通：「東戸崎」停徒歩 6分■土地：108.52 ㎡■宅地■第 1種
低層住専■接道：南側■建物：74.52 ㎡■3ＤＫ■平成 16 年 9月
築■木造 2階建■空家■現況有姿渡し■引渡し：相談

⼟地⾯積：108.52㎡（約 32.82坪）
建物⾯積：74.52㎡（約 22.54坪）

豊田市平和町 2,398万円

■交通：「トヨタ記念病院」停徒歩 15 分■土地：276.27 ㎡■宅
地■第 1種中高層住専■接道：東側■建物：120.89 ㎡■5ＳＬＤ
Ｋ■平成3年2月築■木造2階建■空家■現況有姿渡し■引渡し：
相談

⼟地⾯積：276.27㎡（約 83.57坪）
建物⾯積：120.89㎡（約 36.56坪）

豊田市高上二 3,198万円

■交通：「高橋住宅」停徒歩 3分■土地：166.81 ㎡■宅地■第 1
種中高層住専■接道：南側■建物：114.27 ㎡■3ＳＬＤＫ■平成
22 年 5月築■木造 2階建■築浅物件■空家■現況有姿渡し■引
渡し：相談

⼟地⾯積：166.81㎡（約 50.46坪）
建物⾯積：114.27㎡（約 34.56坪）

☆八幡駅徒歩圏☆公園目の前

☆Ｈ15 年築

☆本宿駅徒歩圏 ☆南向き

☆愛知御津駅徒歩圏 ☆Ｈ16 年築

☆国府駅徒歩圏 ☆敷地広々

☆伊奈駅徒歩圏 ☆築浅Ｈ22 年築

☆南向き

☆東南角地
☆日当り良好

☆造成工事済
☆上下水道引込済
☆進入路アスファルト舗装済
☆神明宮近し

☆造成工事済
☆上下水道引込済
☆一括購入相談可
☆面積増減相談承ります

商談中

商談中

開催⽇時：令和1年6⽉23⽇（⽇）ムツミンに出会える素適な⽇！
開催場所：岡崎市牧御堂町字花辺31番地（イズモホール六ツ美）
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当⽇は、弊社ブースにて不動産売却相談や税理⼠による無料税務相談を承ります。

当⽇は
来場者プ

レゼント

あります
。

先着300組に

ランニングエッグを

1パックプレゼント！

ミカワエリアミカワエリアミカワエリア

出張ムツミン！
※不動産が大好きな妖精ムツミンが、

あなたの街に現れます！いろいろなイ

ベントや会社・事業所など、すてきな

出会いを求めて出張致します。学校行

事や町内会、お祭りにいろいろご相談

下さい。

ムツミンの予定表

令和 1年 7月 27日（土）

2019　六ツ南ふれあい夏祭り
ＩＮ悠紀の里・斎田広場

ムツミンが盆踊り大会に参加します。

打ち上げ花火もあります。

雨天順延

査定無料 ・ 相談無料 ・ 秘密厳守 ・ 相続相談無料 ・ 買取応談

後悔しない相続 ・終活 ・不動産処分の準備、 始めませんか？

Ｔ
Ｓ


