
売却物件大募集
不動産のご売却を少しでもご検討されている方がいらっしゃいましたら、
ぜひお声をおかけ下さい。簡易的な無料査定をご参考にしていただくだけでも結構です。
お引越しの時期やお値段に関してもできる限りご相談に乗らせて頂きます。
住宅ローンのお支払いや離婚、転勤、相続、管理などでお悩みの方もぜひ一度ご相談ください。

ハウスドゥ津南店では
売り物件が

不足しています！

査定
無料
秘密
厳守

396

ローンにつきましては、変動金利（地方銀行35年変動、金利0.74％、借入35年）で算出しております。金利は銀行により異なります。（平成28年10月24日現在） 広告有効期限/平成28年11月末日まで

物件を
見学しよう！
気になる物件をすぐに
ご案内致します！

1F 2F

売却したけれど
住み続けることができる！！

売却したけれど
住み続けることができる！！

売却したけれど
住み続けることができる！！

〈仲介〉

価
格65010

〈仲介〉

白山町大原 価
格

23,789円借入880万円
ボーナス0円の場合

月々
返済

【交】JR名松線 家城駅 徒歩96分【所】津
市白山町大原【土】2223.02㎡（672.46
坪）【建延】179.72㎡（54.36坪）【構】木造
平家建【築】昭和41年4月築

880
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67,042円借入2,480万円
ボーナス0円の場合

月々
返済

26 嬉野野田町

【交】近鉄名古屋線 伊勢中川駅 
徒歩8分【所】松阪市嬉野野田
町【土】278.26㎡（84.17坪）
【地】宅地【用】1種住居【建】
60%【容】200%【現】更地〈仲介〉

12

一志町小山

〈仲介〉

新登場

〈仲介〉

【交】近鉄大阪線 榊原温泉口駅 徒歩33
分【所】津市白山町上ノ村【土】319.98
㎡（96.79坪）【建延】186.43㎡（56.39
坪）【構】木造瓦葺2階建地下1階【築】平
成2年6月築

16 嬉野中川町27
土地
面積

土地
価格

★解体更地渡し！★中川駅まで徒歩3分！
　　　　　　　 ★生活便利な好立地！

【交】近鉄名古屋線 伊勢中川駅 
徒歩3分【所】松阪市嬉野中川町
【土】267.17㎡（80.81坪）【地】宅
地【用】1種住居【建】60%【容】
200%【現】古家付

■中川小学校 ■嬉野中学校

2,300坪80.81

〈仲介〉

28
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白山町上ノ村

■倭小学校 ■白山中学校
中古戸建 5SDK 駐車2台

★本格和風住宅!★本格和風住宅!
1,280価

格

34,602円借入1,280万円
ボーナス0円の場合

月々
返済

1F

地下

2F
駐車3台中古戸建 4LDK

■家城小学校 ■白山中学校

中古戸建 4DK 駐車3台

★自然に囲まれた
　囲炉裏付きの古民家!

■一志東小学校 ■一志中学校
中古戸建 3LDK 駐車3台

1,280価
格

34,602円借入1,280万円
ボーナス0円の場合

月々
返済

高茶屋小森町高茶屋小森町

★桃園小学校、久居東中学校にも選択可能エリアです！

全6区画 建築条件なし

■高茶屋小学校 ■南郊中学校

残り2区画

土地
面積

土地
価格1,350坪84.17

21

〈仲介〉

高茶屋3丁目

【交】三交バス 里の上 徒歩3分
【所】津市高茶屋3丁目【土】
152.06㎡（45.99坪）【地】宅地
【用】1種低層【建】60%【容】1００%
【現】古家付

■高茶屋小学校  ■南郊中学校

土地
面積

土地
価格580坪45.99

★角地!
★生活便利な立地です！

18 川方町川方町19

★南面道路で陽当たり良好!
★中川駅まで徒歩8分!
■中川小学校 ■嬉野中学校

17半 田

〈仲介〉

【交】近鉄名古屋線 南が丘駅 徒歩
17分【所】津市半田【土】182.60㎡
（55 . 23坪）【建延】129 . 79㎡
（39.26坪）【構】木造合金メッキ鋼板
葺2階建【築】平成23年11月築

■南が丘小学校 ■南が丘中学校

2,480価
格

★オール電化! 
★太陽光発電設置!
★駐車場3台可能! 
★広々LDK25帖!

【所】津市高茶屋小森町【交】三交バス 高茶屋団
地 徒歩6分【土】5号地：230.68㎡（69.78坪）6号
地：460.58㎡（139.32坪）【地】宅地【用】工業
【建】60％【容】200％【現】更地【備】給排水工事
分担金20万円が別途必要です。■開発確認番号
／津市指令開第205号平成28年7月26日　　　   

6号地

済済 済 済460.58㎡
（139.32坪）

6m

約10.9m約14.5m

約21.1m 約21.1m

230.68㎡
（69.78坪）

5号地 4号地 3号地 2号地 1号地

新登場

新価格

17,571円借入650万円
ボーナス0円の場合

月々
返済

雲出伊倉津町

【交】三交バス 伊倉津口 徒歩2分
【所】津市雲出伊倉津町【土】174.65
㎡（52 . 8 3坪）【建延】86 . 1 1㎡
（26.04坪）【構】木造瓦葺2階建【築】
昭和56年7月築

■雲出小学校 ■南郊中学校
中古戸建 5DK 駐車2台

★駐車場2台可能！
★バス停すぐ近く！

2F1F
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白山町古市

〈仲介〉

【交】近鉄大阪線 榊原温泉口駅 徒
歩36分【所】津市白山町古市【土】２
７９.00㎡（84.39坪）【建延】80.42
㎡（24.32坪）【構】木造スレート葺
平家建【築】平成１０年1月築

■八ツ山小学校 ■白山中学校
中古戸建 2LDK

700価
格

18,923円借入700万円
ボーナス0円の場合

月々
返済★露天風呂付き！

〈仲介〉

野田（泉ヶ丘団地）価
格

25,140円借入930万円
ボーナス0円の場合

月々
返済

【交】三交バス 泉ヶ丘団地 徒歩１分【所】
津市野田【土】２２７．６７㎡（６８．８７坪）
【建延】73.28㎡（22.16坪）【構】木造瓦
葺平家建【築】昭和53年1月築

930

13

■神戸小学校 ■西郊中学校
中古戸建 4DK 駐車2台

★南西角地で陽当たり良好！
★駐車場2台可能！

★ミサワホームのお家です！
★駐車場3台可能！★陽当たり良好！

【交】ＪＲ名松線 伊勢八太駅 徒歩
21分【所】津市一志町小山【土】
178.45㎡（53.98坪）【建延】97.68
㎡（29.54坪）【構】木造スレート葺2
階建【築】平成11年6月築

★室内丁寧にお使いです!

1F 2F

1,250価格

5
号地 230.68㎡（69.78坪）230.68㎡（69.78坪）

価格 1,680
6
号地 460.58㎡（139.32坪）460.58㎡（139.32坪）

全3区画 建築条件なし

■桃園小学校 ■久居東中学校

残り2区画

680価格 価格 680
2
号地

1
号地 281.02㎡（85.00坪）281.02㎡（85.00坪） 281.03㎡（85.01坪）281.03㎡（85.01坪）

★人気の
　久居東中学校区!
★桃園駅まで徒歩7分!

新登場

新価格

1号地 2号地
済281.02㎡

（85.00坪）
281.03㎡
（85.01坪）

約24.00m 約24.46m

約12.28m

約23.78m

約11.63m

約11.06m 約11.05m

土地
面積

土地
価格430坪46.98

阿漕町津興20

【交】三交バス 下弁財 徒歩2分
【所】津市阿漕町津興【土】
155.33㎡（46.98坪）【地】宅地
【用】2種中高【建】60%【容】
200%【現】古家付

■育生小学校 ■橋南中学校

〈仲介〉

★バス停まで徒歩2分！
★育生小学校まで徒歩3分！

〈売主〉

★残り1区画となりました！
★川合高岡駅まで徒歩10分！

高野ガーデン3号地

【交】近鉄大阪線 川合高岡駅 徒
歩10分【所】津市一志町高野【土】
3号地/207.97㎡（62.91坪）【地】
宅地【用】指定無【現】更地

■一志西小学校 ■一志中学校

土地
面積

土地
価格720坪62.91

22

〈仲介〉

新登場

23
土地
面積

土地
価格

★角地！ ★陽当たり良好!
★南が丘駅まで徒歩3分！

垂 水

【交】近鉄名古屋線 南が丘駅 徒歩3
分【所】津市垂水【土】175㎡（52.93
坪）【地】雑種地【用】1種住居【建】
60%【容】200%【現】更地

■南が丘小学校  ■南が丘中学校

1,050坪52.93
24 川方町

【交】近鉄名古屋線 久居駅 徒歩12
分【所】津市川方町【土】５５５㎡（１６７.
８８坪）【地】畑【用】1種住居【建】60%
【容】200%【現】更地 〈仲介〉

おすすめ
土地
面積

土地
価格1,080坪167.88

★久居駅まで徒歩12分！
★桃園小区・久居東中区！★広々敷地！

■桃園小学校 ■久居東中学校

25

久居北口町

【交】近鉄名古屋線 久居駅 徒歩
12分【所】津市久居北口町【土】
252.52㎡（76.38坪）【地】宅地
【用】1種住居【建】60%【容】
200%【現】古家付 〈仲介〉

土地
面積

土地
価格1,200坪76.38
★久居駅まで徒歩12分！

■成美小学校  ■久居東中学校

〈売主〉

【所】津市川方町【交】近鉄名古屋線 桃園
駅 徒歩7分【土】1号地：281 .02㎡
（85.00坪）2号地：281.03㎡（85.01坪）
【地】畑【用】1種住居【建】60％【容】200％
【現】更地【備】土地造成費用別途必要で
す。（造成工事会社指定有） 〈仲介〉

城山2丁目

★生活便利な立地です！
★角地！

【交】三交バス 中城山 徒歩2分
【所】津市城山 2丁目【土】
188.17㎡（56.92坪）【地】宅地
【用】1種低層【建】60%【容】
100%【現】更地

■高茶屋小学校 ■南郊中学校

〈仲介〉

土地
面積

土地
価格750坪56.92

香良洲町

〈仲介〉

500価
格

■香良洲小学校 ■香海中学校★駐車場複数台可能！
★事業用におすすめ！

【交】三交バス 香良洲農協前 徒歩
２分 【所】津市香良洲町 【土】３０５．
９３㎡（９２．５４坪）【建延】120.07㎡
（36.32坪）【構】木造亜鉛メッキ鋼
板葺2階建【築】平成３年5月築

中古戸建 １Ｒ 駐車6台


