
（約600ｍ）
「個人情報の取扱に関して」※月々のお支払例は、金融機関10年固定、金利1.15％、借入期間30年で算出しておりますが、物件によっては30年未満での借入期間になる場合があります。年収等の諸条件がありますのでご了承下さい。尚、別途諸費用等が掛かります。※印刷、原稿の締め切り日の都合上、売却済みの場合はご容赦下さい。※記載内容が現況と異なる場合は現況を優先させていただきます。

ＶＯＬ・44物件掲載他の物件につきましてはお問合わせ下さい。

1111 喬木阿島喬木阿島喬木阿島喬木阿島

価格 1,6201,6201,6201,620

万円 3333 松尾新井松尾新井松尾新井松尾新井

全国に広がるネットワーク iida-housedo.com
飯田・下伊那専門 416 物件中 43

価格 900900900900

万円
■村営バス「阿島北停」徒歩5分■下伊那郡喬木村阿島■土地/400.89㎡■建物/61.14㎡■1981年10月築

2222 上郷別府上郷別府上郷別府上郷別府

価格 50505050

万円駅☆徒歩9分（約720ｍ）上郷小学校☆徒歩13分（約1,000ｍ）■飯田線伊那上郷駅徒歩9分■飯田市上郷別府■土地／146.99㎡■建物／94.58㎡■1967年11月築■借地料：133,200円／年6666 北方北方北方北方

価格 1,2501,2501,2501,250

万円1,2001,2001,2001,200

万円 7777 松尾新井松尾新井松尾新井松尾新井

価格5555 鼎切石鼎切石鼎切石鼎切石

価格 1,0801,0801,0801,080

万円4444 上川路上川路上川路上川路

価格 980980980980

万円

万円18181818 松尾新井松尾新井松尾新井松尾新井

価格 2,7502,7502,7502,750

10101010 鼎中平鼎中平鼎中平鼎中平

価格 1,4801,4801,4801,480

万円

19191919
2,7802,7802,7802,780

■飯田線伊那大島駅徒歩15分■下伊那郡松川町元大島■土地/523.99㎡■建物/170.04㎡■1988年7月築
こだわりの「大工棟梁」のお家！松川中央小学校　　　徒歩10分    （約800ｍ）

今宮町今宮町今宮町今宮町

価格 1,3801,3801,3801,380

万円
万円13131313 元大島元大島元大島元大島

価格 1,7501,7501,7501,750

万円
鼎小学校☆徒歩4分　（約310ｍ）丸山小学校☆徒歩2分（約１５０ｍ） 北方北方北方北方

価格
1,8481,8481,8481,848

万円
利便性良好♪ 陽当たり良好♪ ■信南交通「伊賀良停」■飯田市北方■土地/178.18㎡■建物/118.78㎡■1991年10月築利便性良好♪陽当たり良好♪蔵のある家♪

屋根付き駐車場♪ 竜丘小学校徒歩14分（約1,140ｍ）陽当たり良好♪閑静な場所♪■飯田線川路駅徒歩24分■飯田市上川路■土地／295.62㎡■建物／102.67㎡■1994年10月 利便性良好♪カワチ薬局☆徒歩10分（約７４０ｍ）耐震補強工事済♪
8888 阿南町富草阿南町富草阿南町富草阿南町富草 価格 1,2501,2501,2501,250

万円

２世帯住宅・ グループホーム・宅老所等に最適な広々とした住宅♪全室バリアフリー＆主要部手すり付
地域から本当に信頼される人と企業を目指します。ハウスドゥ！飯田店 全国に広がるネットワーク
カワチ薬局☆徒歩9分（約710ｍ）コンビニ☆徒歩2分（約90ｍ）

下市田下市田下市田下市田

価格

伊賀良小学校☆9分（約700ｍ）
駅☆徒歩7分（約500ｍ）

1,5081,5081,5081,508

万円
■飯田線飯田駅徒歩10分■飯田市今宮町■土地/167.51㎡■建物/192.37㎡■1993年3月築 ■飯田線鼎駅徒歩9分■飯田市鼎中平■土地/623.29㎡■建物/234.76㎡■1971年11月築

111111119999
■飯田線門島駅徒歩63分■阿南町富草■土地/502.67㎡■建物/128.62㎡■1991年5月築 14141414 元大島元大島元大島元大島

価格

お客様専用お客様専用お客様専用お客様専用　　　0120-23-7174　　　0120-23-7174　　　0120-23-7174　　　0120-23-7174

iida-housedo.com丸三総合開発有限会社　長野県飯田市上郷飯沼1452-1　ＴＥＬ:0265-23-7171　FAX:0265-23-7179　　　　　　　　　　　　　　　 　長野県知事（5）第4061号　 長野県宅地建物取引業協会会員　 ＜仲介＞ 全国のリアルタイム不動産情報を多く・早く・正確に公開中

（約1,040ｍ）　　　
鼎切石鼎切石鼎切石鼎切石

価格 2,1002,1002,1002,100

万円1,9801,9801,9801,980

万円
12121212 鼎下山鼎下山鼎下山鼎下山

価格 1,6981,6981,6981,698

万円

当社は、お客様の個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令と社内規定等を、役員を含む全ての従業者が遵守することにより、個人情報の適切な取扱と保護に努め、安全かつ確実な管理・運営に万全を尽くしております。広告有効期限　　平成27年12月13日

コンビニ徒歩6分（約410ｍ） 陽当たり＆眺望良好！
リフォーム済オール電化住宅♪

リフォーム後お引渡し 松川中央小学校　　　徒歩13分　　　室内外リフォーム済♪敷地広々
■飯田線鼎駅徒歩9分■飯田市鼎下山■土地／165.31㎡■建物／116.07㎡■1987年12月築 ■飯田線伊那大島駅徒歩15分■下伊那郡松川町元大島■土地/544.26㎡■建物/235.31㎡■1975年築 飯田線鼎駅徒歩9分■飯田市鼎上山■土地／417.5㎡■建物／207.33㎡■1975年１月築
■飯田線伊那上郷駅徒歩8分■飯田市上郷別府■土地／333.67㎡■建物／130.04㎡■1985年10月築 ■飯田線切石駅徒歩7分■飯田市鼎切石■土地／195.18㎡■建物／131㎡■2007年築 ■飯田線伊那八幡駅徒歩17分■飯田市松尾新井■土地／336.84㎡■建物／178.81㎡■2000年9月築 ■飯田線元善光寺駅徒歩22分■下伊那郡高森町下市田■土地／268.55㎡■建物／139.91㎡■2011年1月築

　陽当たり良好☆太陽光発電付駅☆徒歩8分16161616 上郷別府上郷別府上郷別府上郷別府

価格 万円17171717

コンビニ徒歩5分（約340ｍ）ケーヨーＤ２徒歩10分（約800ｍ）

二世帯向け住宅♪敷地広々リフォーム後お引渡し駅☆徒歩9分（約700ｍ）

■飯田線伊那八幡駅徒歩21分■飯田市松尾新井■土地／233.96㎡■建物／125.88㎡■2001年6月築■借地料：191,079円／年

15151515 鼎上山鼎上山鼎上山鼎上山

価格 1,8981,8981,8981,898

松尾小学校徒歩13分（約1,040ｍ）陽当たり良好♪カーポート２台付♪■飯田線伊那八幡駅徒歩18分■飯田市松尾新井■土地／291.75㎡■建物／119.98㎡■1980年6月築
カーポートあり♪ 三階建てのお家♪

■飯田線切石駅徒歩10分■飯田市鼎切石■土地/361.0㎡■建物/124.21㎡■1974年築 ■飯田線切石駅徒歩15分■飯田市北方■土地／310㎡■建物／138.32㎡■2000年11月■借地料：280,000円／年
閑静な住宅街☆陽当たり良好

2027年リニア中央新幹線開通予定

家・土地を売るなら買うならハウスドゥ！

ご家族お揃いでお越し下さい！

広告に載って

いない物件も

多数取り揃え

ております！

新登場!!

バス停☆徒歩5分

（約360ｍ）

敷地広々121.27坪

ガレージ付♪

ハウスドゥ！加盟店は全て独立経営です 売却物件募 集 中

富草小学校☆徒歩6分（約450ｍ）敷地広々152.05坪

畳コーナーあります♪ リフォーム後お引渡し♪



「個人情報の取扱に関して」※月々のお支払例は、金融機関10年固定、金利1.15％、借入期間30年で算出しておりますが、物件によっては30年未満での借入期間になる場合があります。年収等の諸条件がありますのでご了承下さい。尚、別途諸費用等が掛かります。※印刷、原稿の締め切り日の都合上、売却済みの場合はご容赦下さい。※記載内容が現況と異なる場合は現況を優先させていただきます。

12月度開催日12月度開催日12月度開催日12月度開催日：12：12：12：12月26日月26日月26日月26日（（（（土土土土））））

       
　　　　日時日時日時日時：：：：平成27年11月28日平成27年11月28日平成27年11月28日平成27年11月28日（（（（土土土土））））

　　　　ＡＭ10：00～ＰＭ4:00　　　　ＡＭ10：00～ＰＭ4:00　　　　ＡＭ10：00～ＰＭ4:00　　　　ＡＭ10：00～ＰＭ4:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごごごご予約予約予約予約はこちらはこちらはこちらはこちら　　　　※※※※当日当日当日当日ごごごご都合都合都合都合のののの悪悪悪悪いいいい方方方方はごはごはごはご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。

豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲

月々
4444

万円

■飯田線市田駅徒歩25分■下伊那郡豊丘村大字河野■土地/278.07㎡■田■区域外

■村営バス「小川渡停」徒歩７分■下伊那郡喬木村伊久間■田■都市計画区域外■土地売主／株式会社丸三建設■建築条件付き宅地分譲／土地売買契約後、3ヶ月以内に株式会社丸三建設と建築請負契約を締結していただきます。契約不成立時には、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。

29292929 下市田下市田下市田下市田

価格 600600600600

万円28282828 吉田吉田吉田吉田

価格
■飯田線毛賀駅徒歩4分■飯田市毛賀■土地/224.53㎡■宅地■指定無■容積率100％■建蔽率60％ ■飯田線市田駅徒歩16分■下伊那郡豊丘村大字神稲■土地/327㎡■畑■区域外

1,2511,2511,2511,251

万円建築条件なし■飯田線伊那八幡駅徒歩17分■飯田市松尾新井■土地/591㎡■田■指定無■容積率100％■建蔽率60％38383838 松尾新井松尾新井松尾新井松尾新井

価格敷地広々■飯田線下市田駅より車で4分■下伊那郡豊丘村大字神稲■土地/592.66㎡■宅地■区域外■飯田線伊那上郷駅徒歩6分■飯田市上郷黒田■土地/270㎡・通路/53㎡■宅地■1種低層■容積率80%■建蔽率50%

造成済 （約390ｍ） 売地売地売地売地79.79.79.79.35坪35坪35坪35坪松尾小学校☆徒歩5分建築条件なし 売地売地売地売地169169169169.06坪.06坪.06坪.06坪駅☆徒歩4分（約320ｍ）
価格 1,129.41,129.41,129.41,129.4

万円 ■飯田線伊那八幡駅徒歩3分■飯田市八幡町■土地/300.01㎡■宅地■近隣商業■容積率200％■建蔽率80％32323232 毛賀毛賀毛賀毛賀

価格 679.2679.2679.2679.2

万円
39393939 上郷別府上郷別府上郷別府上郷別府

万円エアコン1台付♪■飯田線元善光寺駅徒歩21分■飯田市座光寺■土地/338.00㎡■建物／121.17㎡内72.4㎡（二階建て一階部分）■1998年6月築
価格 1,3001,3001,3001,300

万円建築条件なし 売地売地売地売地100100100100坪坪坪坪上郷小学校☆徒歩12分（約910ｍ）■飯田線伊那上郷駅徒歩15分■飯田市上郷別府■土地/330㎡■田■1種住居■容積率200％■建蔽率60％43434343 座光寺座光寺座光寺座光寺

月々
8888

iida-housedo.com丸三総合開発有限会社

　　　　会場会場会場会場：：：：ハウスドゥハウスドゥハウスドゥハウスドゥ！！！！飯田店飯田店飯田店飯田店

　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　飯田市上郷飯沼1452-2飯田市上郷飯沼1452-2飯田市上郷飯沼1452-2飯田市上郷飯沼1452-2

ＶＯＬ・44物件掲載他の物件につきましてはお問合わせ下さい。
       「相続・空き家対策」で       「相続・空き家対策」で       「相続・空き家対策」で       「相続・空き家対策」で

お困りではありませんか？お困りではありませんか？お困りではありませんか？お困りではありませんか？

司法書士による無料相談会開催

■飯田線伊那上郷駅徒歩28分■飯田市上郷黒田■土地/155㎡■宅地■指定無■容積率100%■建蔽率60%26 豊丘河野豊丘河野豊丘河野豊丘河野

価格

全国に広がるネットワーク iida-housedo.com
飯田・下伊那専門 416 物件中 43

売地売地売地売地179179179179.27坪.27坪.27坪.27坪

上郷黒田上郷黒田上郷黒田上郷黒田

価格 400400400400

広告有効期限　　平成27年12月13日

価格 596596596596

万円20 喬木伊久間喬木伊久間喬木伊久間喬木伊久間☆造成完了しました！☆売地　264.43㎡（79・99坪)建築条件付Ａコープ徒歩12分 喬木村役場徒歩9分

　長野県飯田市上郷飯沼1452-1　ＴＥＬ:0265-23-7171　FAX:0265-23-7179　　　　　　　　　　　　　　　 　長野県知事（5）第4061号　 長野県宅地建物取引業協会会員　 ＜仲介＞ 全国のリアルタイム不動産情報を多く・早く・正確に公開中当社は、お客様の個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令と社内規定等を、役員を含む全ての従業者が遵守することにより、個人情報の適切な取扱と保護に努め、安全かつ確実な管理・運営に万全を尽くしております。

土地土地土地土地（（（（売地売地売地売地・・・・貸地貸地貸地貸地））））・・・・売建物売建物売建物売建物などになどになどになどに関関関関するごするごするごするご相談相談相談相談、、、、不動産不動産不動産不動産をおをおをおをお探探探探しのしのしのしの方方方方・・・・売却売却売却売却にににに関関関関するごするごするごするご相談相談相談相談をされたいをされたいをされたいをされたい方方方方はぜひごはぜひごはぜひごはぜひご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい

寒い冬がやってきます。　住まいの防寒対策はできていますか？

暮らしやすさを求めて我が家のリフォーム

こんな心配はないですか？？こんな心配はないですか？？こんな心配はないですか？？こんな心配はないですか？？

地域から本当に信頼される人と企業を目指します。ハウスドゥ！飯田店 全国に広がるネットワーク
お客様専用お客様専用お客様専用お客様専用　　　0120-23-7174　　　0120-23-7174　　　0120-23-7174　　　0120-23-7174

万円建築条件なしキラヤ☆徒歩5分（約330ｍ） 売地47坪
万円

建築条件なし陽当たり良好♪ 売地売地売地売地84.84.84.84.11111111坪坪坪坪430430430430

万円
25
23232323 阿智智里阿智智里阿智智里阿智智里

価格 330330330330売地売地売地売地166166166166.49坪.49坪.49坪.49坪建築条件なし敷地広々■村営バス「中平集会所停」■下伊那郡阿智村智里■土地/550.4㎡■宅地■区域外
万円485485485485

価格丸山町丸山町丸山町丸山町27 売地売地売地売地112.112.112.112.21坪21坪21坪21坪建築条件なし■飯田線飯田駅徒歩17分■飯田市丸山町■土地/370.93㎡■畑■1種低層■容積率80%■建蔽率50%陽当たり＆眺望良好♪ 万円31313131
588588588588

万円 万円 建築条件なし 売地売地売地売地73737373.85坪.85坪.85坪.85坪緑ヶ丘中学校☆徒歩3分（約200ｍ） 万円35353535 駄科駄科駄科駄科

売地売地売地売地146.146.146.146.71717171坪坪坪坪■飯田線市田駅徒歩15分■下伊那郡高森町吉田■土地/485㎡■田■指定無■容積率100%■建蔽率60% 30303030 松尾水城松尾水城松尾水城松尾水城

価格 630.34630.34630.34630.34建築条件付建築条件なし敷地広々
駅☆徒歩4分（約320ｍ）造成済 741.9741.9741.9741.9建築条件なし造成済 売地売地売地売地98989898.91坪.91坪.91坪.91坪33333333 豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲

価格建築条件なし 売地売地売地売地67676767.92坪.92坪.92坪.92坪 万円建築条件なし 売地売地売地売地82828282坪坪坪坪高陵中学校☆徒歩2分（約160ｍ）
■飯田線伊那八幡駅徒歩8分■飯田市松尾水城■土地/262.32㎡■田■1種中高■容積率200％■建蔽率60％■建築条件付／土地売買契約後、3ヶ月以内に株式会社丸三建設と建築請負契約を締結していただきます。契約不成立時には、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。 ■飯田線毛賀駅徒歩5分■飯田市松尾代田■土地/244.16㎡■田■1種住居■容積率200％■建蔽率60％

36363636 上郷黒田上郷黒田上郷黒田上郷黒田

価格 1,0801,0801,0801,080

■飯田線市田駅徒歩4分■下伊那郡高森町下市田■土地/552.29㎡■宅地■1種住居■容積率200%■建蔽率60%
37373737 豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲

建築条件なし 売地売地売地売地258258258258.34坪.34坪.34坪.34坪敷地広々 価格 850850850850

万円
建築条件なし敷地広々 ■市営バス「遠見原停」徒歩2分■飯田市駄科■土地/854㎡■宅地■指定無■容積率１00%■建蔽率60%■上物有売地売地売地売地178178178178.78坪.78坪.78坪.78坪

建築条件付
21212121

バス停☆徒歩２分34343434 八幡町八幡町八幡町八幡町

価格 816.7816.7816.7816.7

万円建築条件なし 売地売地売地売地90909090.75坪.75坪.75坪.75坪駅☆徒歩3分（約240ｍ）造成済

陽当たり☆眺望良好

元大島分譲地元大島分譲地元大島分譲地元大島分譲地小中学校☆病院☆役場☆スーパー☆駅 近接♪敷地広々Ａ区画（143坪） Ｂ区画（110.37坪）
930万円 617万円詳細はお問合せ下さい。■飯田線伊那大島駅徒歩７分■下伊那郡松川町元大島■宅地■２種住居■容積率200％■建蔽率60％■土地売主／丸三総合開発有限会社■建築条件付き宅地分譲／土地売買契約後、3ヶ月以内に株式会社丸三建設と建築請負契約を締結していただきます。契約不成立時には、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。

松尾代田松尾代田松尾代田松尾代田

価格 657657657657

■飯田線山吹駅より車で5分■下伊那郡豊丘村大字河野■土地/406.00㎡■畑■区域外
22222222 江戸浜町江戸浜町江戸浜町江戸浜町

価格 260260260260

万円建築条件なし 売地売地売地売地26262626.44坪.44坪.44坪.44坪浜井場小学校☆徒歩12分（約900ｍ）■飯田線桜町駅徒歩17分■飯田市江戸浜町■土地/87.41㎡■宅地■2種住居■容積率200％■建蔽率60％売地売地売地売地122122122122.81坪.81坪.81坪.81坪24242424 豊丘河野豊丘河野豊丘河野豊丘河野

価格 380380380380

万円建築条件なし

陽当たり良好
■飯田線伊那上郷駅徒歩14分■飯田市東栄町■土地/324.69㎡■宅地■2種住居■容積率200％■建蔽率60％40404040 豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲

価格 1,3001,3001,3001,300

万円建築条件なし 売地売地売地売地216216216216.59坪（分割可）.59坪（分割可）.59坪（分割可）.59坪（分割可）豊丘南小学校☆徒歩2分（約160ｍ）■飯田線下市田駅徒歩25分■下伊那郡豊丘村大字神稲■土地/716㎡■雑種地■区域外 41414141 東栄町東栄町東栄町東栄町

価格 1,5001,5001,5001,500

万円建築条件なし 売地売地売地売地98989898.21坪.21坪.21坪.21坪浜井場小学校☆徒歩12分（約900ｍ） きれいな事務所です♪■飯田線市田駅徒歩24分■下伊那郡豊丘村大字神稲■土地/125.06㎡■建物／49.14㎡■2001年3月築42424242

完全予約制完全予約制完全予約制完全予約制・ご・ご・ご・ご予約受付中予約受付中予約受付中予約受付中

そんな時は・・・・窓のリフォームをしてみませんか？そんな時は・・・・窓のリフォームをしてみませんか？そんな時は・・・・窓のリフォームをしてみませんか？そんな時は・・・・窓のリフォームをしてみませんか？

内窓を付けること等で、結露の軽減・断熱の強化ができます。内窓を付けること等で、結露の軽減・断熱の強化ができます。内窓を付けること等で、結露の軽減・断熱の強化ができます。内窓を付けること等で、結露の軽減・断熱の強化ができます。

住まいの防寒対策のご相談は、こちらまで住まいの防寒対策のご相談は、こちらまで住まいの防寒対策のご相談は、こちらまで住まいの防寒対策のご相談は、こちらまで→→→

ハウスドゥ！加盟店は全て独立経営です 売却物件募 集 中
0120-21-7671 

http://mar3.info

窓から冷気がはいってくるんだよね。窓から冷気がはいってくるんだよね。窓から冷気がはいってくるんだよね。窓から冷気がはいってくるんだよね。

なんとかして～なんとかして～なんとかして～なんとかして～

この窓の結露

なんとかならない？

暖房をつけてもなかなか暖房をつけてもなかなか暖房をつけてもなかなか暖房をつけてもなかなか

暖まらない暖まらない暖まらない暖まらない

詳細はお問合せ下さい♪ ＪＡ松川 エネオスＳＳ ＡＡＡＡＢＢＢＢ農協前

風呂と脱衣所が寒くて風呂と脱衣所が寒くて風呂と脱衣所が寒くて風呂と脱衣所が寒くて

お風呂タイムが苦痛お風呂タイムが苦痛お風呂タイムが苦痛お風呂タイムが苦痛


