
　　　　

「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。
建築条件なし上下水道引込済み
建築条件なし 建築条件付高森中学校☆徒歩10分価格 390390390390 売地売地売地売地60606060.52坪.52坪.52坪.52坪万円21212121 毛賀毛賀毛賀毛賀

■飯田線切石駅車で12分■飯田市山本■土地/261㎡■畑・山林■指定無■容積率100％■建蔽率60％■飯田線上片桐駅徒歩19分■下伊那郡松川町上片桐■土地/560㎡■雑種地■指定無■容積率100％■建蔽率60％

広告有効期限　　平成27年７月26日　長野県飯田市上郷飯沼1452-1　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。
458.4458.4458.4458.4

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

■飯田線駄科駅徒歩10分■飯田市毛賀■土地/213.19㎡■宅地■指定無■容積率100％■建蔽率60％売地売地売地売地64646464.49坪.49坪.49坪.49坪 価格 530530530530

丸三総合開発有限会社
価格 520520520520

万円売地売地売地売地91919191.10坪.10坪.10坪.10坪 24242424 上殿岡上殿岡上殿岡上殿岡

mar3.housedo.com

22222222 下市田下市田下市田下市田

価格（約800ｍ） 売地売地売地売地76767676.4坪.4坪.4坪.4坪 23232323 元大島元大島元大島元大島 建築条件なし利便性良好■飯田線切石駅徒歩25分■飯田市上殿岡■土地/200.09㎡■宅地■準工業■容積率200%■建蔽率60%■既存建物解体後お引渡し万円 ■飯田線伊那大島駅徒歩10分■下伊那郡松川町元大島■土地/301.16㎡■宅地■1種住居■容積率200％■建蔽率60％建築条件なし駅☆徒歩10分（約1000ｍ） 万円■飯田線市田駅徒歩18分■下伊那郡高森町下市田■土地/252.59㎡■田■指定無■容積率100％■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。

耐震補強工事済♪ オール電化住宅☆陽当たり＆眺望良好
万円売地売地売地売地30303030.17坪.17坪.17坪.17坪陽当たり良好売地売地売地売地169169169169.4坪.4坪.4坪.4坪敷地広々 18181818 山本山本山本山本

価格 240240240240 360360360360

人気の平家建♪ イオン☆徒歩7分（約550ｍ） 万円売地売地売地売地78787878.95坪.95坪.95坪.95坪建築条件なし

キラヤ☆徒歩11分 閑静な住宅街☆陽当たり良好
陽当たり良好♪閑静な住宅街♪■飯田線伊那大島駅徒歩25分■松川町元大島■土地／328.46㎡■建物／69.56㎡■2010年9月カーポート付♪
9999 元大島元大島元大島元大島 12121212 平谷平谷平谷平谷

Ｐ10台以上可♪ 11111111 元大島元大島元大島元大島

価格 1,3201,3201,3201,320

万円
■飯田線伊那大島駅徒歩16分■下伊那郡松川町元大島■土地／343.81㎡■建物／118.8㎡■1975年3月築

ＶＯＬ・41他の物件につきましてはお問合わせ下さい。

2222 羽場町羽場町羽場町羽場町

価格 300300300300

物件掲載

万円
4444 北方北方北方北方

価格 380380380380

万円元大島元大島元大島元大島6666 万円
万円バス停★徒歩3分（約240m）■信南交通｢大井橋停｣徒歩3分■飯田市北方■土地/209.94㎡■建物/72.59㎡■1982年9月築■借地料：190,530円/年コンビニ★徒歩3分（約240m）風越公園☆徒歩10分（約770ｍ）

1,2001,2001,2001,200

全国に広がるネットワーク mar3.housedo.com
飯田・下伊那専門 411 物件中 43

価格 350350350350

万円1111 大休大休大休大休

（約880ｍ） 万円1,2001,2001,2001,200

万円 万円10101010 松尾新井松尾新井松尾新井松尾新井

価格 1,2501,2501,2501,250

　　徒歩13分

（約620ｍ）■飯田線鼎駅徒歩13分■飯田市鼎中平■土地/591.27㎡（所有権：持分1万5千分の845）■建物/55.66㎡■1989年8月築
鼎中平鼎中平鼎中平鼎中平

価格鼎小学校☆徒歩8分
■飯田線飯田駅徒歩37分■飯田市大休■土地/264.5㎡■建物/82.8㎡■1970年12月築

580580580580
7777 吉田吉田吉田吉田

価格 750750750750広々７ＤＫ＆離れあり　　　陽当たり良好☆閑静な場所
■飯田線飯田駅徒歩22分■飯田市滝の沢■土地/168.36㎡■建物/109.91㎡■1974年築5555
陽当たり良好♪（約100ｍ）カワチ薬局☆徒歩5分（約370ｍ）

売地売地売地売地27272727坪坪坪坪建築条件なし利便性良好■飯田線桜町駅徒歩8分■飯田市江戸町■土地/89.26㎡■宅地■近隣商業■容積率300％■建蔽率80％17171717 万円■飯田線伊那八幡駅徒歩7分■飯田市松尾久井■土地/99.75㎡■宅地■近隣商業■容積率200％■建蔽率80％建築条件なし利便性良好 ■信南バス「大井橋停」徒歩24分■飯田市北方■土地/201.26㎡■建物/104.03㎡■2012年10月築20202020 江戸町江戸町江戸町江戸町

価格■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年築価格 150150150150

万円 19191919 松尾久井松尾久井松尾久井松尾久井

価格 270270270270

13131313
上片桐上片桐上片桐上片桐

価格 1,3801,3801,3801,380

万円カワチ薬局☆徒歩10分（約740ｍ）
■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

室内外リフォーム済♪敷地広々
■飯田線伊那上郷駅徒歩31分■飯田市上郷飯沼■土地/448.57㎡■建物/115.12㎡■1982年築■駐車場化工事可利便性良好♪

15151515 元大島元大島元大島元大島鼎切石鼎切石鼎切石鼎切石 上郷飯沼上郷飯沼上郷飯沼上郷飯沼

価格 1,3801,3801,3801,380 松川中央小学校
価格 1,6601,6601,6601,660

価格 260260260260

万円
価格Ｒ１５３沿いで立地条件良♪

西中学校☆徒歩2分
480480480480

■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
陽当たり良好♪カーポート２台付♪ ■平谷交差点徒歩22分■下伊那郡平谷村■土地／290㎡■建物／69.58㎡■2006年築

8888
☆閑静な場所☆

部屋数多♪ 価格 1,3401,3401,3401,340

価格 ■飯田線市田駅徒歩12分■下伊那郡高森町吉田■土地／640.45㎡■建物／163.04㎡■1978年変更・増築■飯田線伊那大島駅徒歩14分■下伊那郡松川町元大島■土地/595㎡■建物/210.97㎡■1982年築・1996年変更・増築■借地料：480,000円／年
北方北方北方北方

価格

自然豊かな場所♪別荘＆田舎暮らしに！

万円
■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

万円
■飯田線飯田駅徒歩19分■飯田市羽場町■土地/303.99㎡■建物/99.34㎡・54.62㎡■借地料：275,850円／年

3333 滝の沢滝の沢滝の沢滝の沢

価格16161616 北方北方北方北方

万円万円14141414
1,8801,8801,8801,880

万円

広告に載って

いない物件も

多数取り揃え

ております！

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！

売却物件募 集 中ハウスドゥ！加盟店は全て独立経営です

敷地内に賃貸物件（オーナーチェンジ）あり

家庭菜園できます♪
アトリエのあるお家♪

シャッター付車庫あり♪陽当たり良好☆閑静な住宅広々7ＤＫ♪



「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。 広告有効期限　　平成27年7月26日

建築条件なし

　長野県飯田市上郷飯沼1452-1　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。

■飯田線飯田駅徒歩14分■飯田市白山通り■土地/510.37㎡■宅地■１種住居■容積率200％■建蔽率60％ ■飯田線下山村駅徒歩9分■飯田市鼎西鼎■土地/685.48㎡■宅地■近隣商業■容積率200％■建蔽率８0％ ■飯田線市田駅徒歩8分■下伊那郡高森町下市田■土地/431㎡■田・雑種地■1種住居■容積率80％■建蔽率50％ ■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

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

mar3.housedo.com丸三総合開発有限会社

建築条件なし 建築条件なし 駅☆徒歩8分敷地広々 敷地広々 （約600ｍ）売地売地売地売地154154154154坪坪坪坪 売地売地売地売地207207207207.35坪.35坪.35坪.35坪 建築条件なし 借地借地借地借地130.130.130.130.37373737坪坪坪坪 きれいな事務所です♪年額 29.9929.9929.9929.99

万円 43434343 豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲豊丘神稲鼎西鼎鼎西鼎鼎西鼎鼎西鼎

価格 2,0732,0732,0732,073

万円 42424242 下市田下市田下市田下市田

■飯田線伊那八幡駅徒歩8分■飯田市松尾城■土地/249.26㎡■畑■指定無■容積率100％■建蔽率60％ ■飯田線伊那上郷駅徒歩22分■飯田市上郷飯沼■土地/276㎡■田■1種住居■容積率200％■建蔽率60％ ■飯田線伊那八幡駅徒歩5分■飯田市松尾久井■土地/556.48㎡■宅地・畑■近隣商業■容積率300%■建蔽率80% ■飯田線飯田駅徒歩3分■飯田市高羽町■土地/212.41㎡■宅地■近隣商業■容積率300%■建蔽率80%40404040 白山通り白山通り白山通り白山通り

価格 1,8001,8001,8001,800

万円 41414141
4444

万円月々建築条件なし 売地売地売地売地64646464.25坪.25坪.25坪.25坪松尾小学校☆徒歩8分 松尾小学校☆徒歩8分 建築条件なし 丸山小学校☆徒歩4分（約600ｍ） （約600ｍ） 利便性良好 （約300ｍ）建築条件なし 売地売地売地売地75757575.40坪.40坪.40坪.40坪 建築条件なし 売地売地売地売地83838383.49坪.49坪.49坪.49坪 売地売地売地売地168168168168.34坪.34坪.34坪.34坪 39393939 高羽町高羽町高羽町高羽町

価格 1,4001,4001,4001,400

万円1,2861,2861,2861,286

万円 38383838 松尾久井松尾久井松尾久井松尾久井

価格 1,3501,3501,3501,350
36363636 松尾城松尾城松尾城松尾城

価格 904.8904.8904.8904.8

万円 37373737 上郷飯沼上郷飯沼上郷飯沼上郷飯沼

価格 万円
建築条件なし 売地売地売地売地195195195195.08坪.08坪.08坪.08坪松尾小学校☆徒歩5分 駅☆徒歩2分 駅☆徒歩6分■飯田線飯田駅徒歩13分■飯田市銀座■土地/212.5㎡■建物/304.56㎡■1999年10月築 （約390ｍ） （約120ｍ） （約480ｍ）■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。 ■飯田線市田駅徒歩2分■下伊那郡高森町下市田■土地/227.78㎡■宅地■1種住居■容積率２00％■建蔽率60％ ■飯田線切石駅徒歩6分■飯田市松川町■土地/644.08㎡■宅地■工業■容積率２00％■建蔽率60％建築条件付 売地売地売地売地79.79.79.79.35坪35坪35坪35坪 建築条件なし 売地売地売地売地68686868.9坪.9坪.9坪.9坪

☆多目的な利用可☆ Ａコープ　徒歩１２分 閑静な住宅街 (約80ｍ）■村営バス「小川渡停」徒歩７分■下伊那郡喬木村伊久間■土地/264.43㎡■田■区域外■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。 ■信南交通「山上前停」徒歩5分■下伊那郡喬木村阿島■土地/302.88㎡■田■区域外 ■飯田線下市田駅徒歩15分■下伊那郡高森町下市田■土地/282㎡■田■1種中高■容積率200%■建蔽率60%
松川町松川町松川町松川町

価格 880880880880

万円万円 3535353534343434 下市田下市田下市田下市田

価格 792792792792
33333333 松尾水城松尾水城松尾水城松尾水城

価格 690.34690.34690.34690.34

万円
32323232 下市田下市田下市田下市田

価格 650650650650

万円建築条件付 売地売地売地売地79797979.99坪.99坪.99坪.99坪 売地売地売地売地91919191.62坪.62坪.62坪.62坪 売地売地売地売地85858585.30坪.30坪.30坪.30坪喬木村役場　徒歩９分 万円 31313131 喬木阿島喬木阿島喬木阿島喬木阿島

価格 623.01623.01623.01623.01

万円建築条件なし 高森南小学校☆徒歩1分29292929 銀座銀座銀座銀座

価格 3,9503,9503,9503,950

万円 30303030 喬木伊久間喬木伊久間喬木伊久間喬木伊久間 価格 560560560560

■信南交通「一色公園通り停」徒歩10分■飯田市北方■土地/610.65㎡■建物/162.52㎡■1986年築 ■飯田線切石駅徒歩19分■飯田市北方■土地/310.48㎡■建物/107.56㎡■2015年築 ■下条村役場徒歩37分■下伊那郡下條村陽皐■土地/518㎡■建物/124.79㎡■2014年10月築
2,9802,9802,9802,980

万円薪ストーブのあるお家♪　　　　　　　　　　　 丸山小学校＆東中学校徒歩5分（約400ｍ） 陽当たり良好♪陽当たり良好＆家庭菜園できます♪ 自然豊かな場所♪
価格 2,9002,9002,9002,900

万円 28282828 今宮町今宮町今宮町今宮町

価格北方北方北方北方

価格
■飯田線飯田駅徒歩7分■飯田市今宮町■土地/264.48㎡■建物/149.05㎡■2003年12月築■平成27年7以降内覧可能

伊賀良小学校☆徒歩13分（約1000ｍ）オール電化☆オールＬＥＤ照明

　　　　　司法書士による無料相談会開催（毎月実施予定）

2,4802,4802,4802,480

万円 27272727 下條陽皐下條陽皐下條陽皐下條陽皐

ＶＯＬ・41物件掲載他の物件につきましてはお問合わせ下さい。

25252525 北方北方北方北方

価格 2,2002,2002,2002,200

万円 26262626

全国に広がるネットワーク mar3.housedo.com
飯田・下伊那専門 411 物件中 43

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

そろそろ屋根や外壁

の塗装をしなきゃ

エコキュートとIHｺﾝﾛで

オール電化にしたいな

広々お風呂で快適バスタイム

対面式のシステムｷｯﾁﾝにして、

家族との時間をいっぱいつくりたい

ペットの犬や猫が暮ら

しやすい家にしたいな

おばあちゃんの為に手すりをつけたいな

床の段差も解消したい

カーポートをつけたい

子供部屋を欲しいな

節水型のトイレに変えよう

追手町小学校☆徒歩7分（約500ｍ）


