
桑名市

万円２,５８０

■土地面積 ： ３３３.６１㎡ (１００.９１坪 )

●所在地 /桑名市大字矢田 A号地　
●交通 /近鉄名古屋線　「益生」 駅　徒歩７分　●地目 /宅地　
●用途地域 /近隣商業地域　●建ぺい率 /80％　●容積率 /200％　
●備考 /要公拡法届出、 自治会費 1,000 円 / 月、
　町内会費 2,000 円 / 月　●取引形態 /媒介　

大字矢田

三重郡菰野町

万円８２８
■土地面積 ： ２１９.１６㎡ (６６.２９坪 )

●所在地 /三重郡菰野町竹成　●交通 /三交バス 「野中」 停
　徒歩１１分　●地目 /宅地　●都市計画 /区域外　
●用途地域 /指定なし　●備考 /要上水道加入金、
　下水道分担金　●取引形態 /媒介　

竹成

四日市市

泊村 万円７００
■土地面積 ： ２３１.４０㎡ (６９.９９坪 )

●所在地 /四日市市大字泊村　
●交通 /四日市あすなろう鉄道 「泊」 駅　徒歩１４分　
●地目 /宅地　●用途地域 /第一種住居地域　●建ぺい率 /60％　
●容積率 /200％　●備考 /がけ条例あり (※①)
●現況 /古家付 （現況渡し）　●取引形態 /媒介

三重郡菰野町

音羽 万円５００
■土地面積 ： ２９８.７１㎡ (９０.３５坪 )

●所在地 /菰野町大字音羽　●交通 /近鉄湯の山線 「中菰野」 駅
　車で５分 ( 約 3300ｍ)　●地目 /宅地　●都市計画 /
　市街化調整区域　●建ぺい率 /60％　●容積率 /200％
●現況 /古家付 ( 現況渡し )　●備考 /要都市計画法許可、
　戸建専用住宅に限り建築可能　●取引形態 /媒介

亀山市

北山町 万円６８０
■土地面積 ： １９１.７３㎡ (５７.９９坪 )

●所在地 /亀山市北山町　●交通 /JR 関西本線 「亀山」 駅
　徒歩 17 分　●地目 /宅地　●都市計画 /非線引　
●用途地域 /　第一種中高層住居専用地域　●建ぺい率 /60％　
●容積率 /200％　●備考 /南側要セットバック　●取引形態 /媒介

●所在地 /四日市市赤堀南町
●交通 /四日市市あすなろう鉄道 「赤堀」 駅　徒歩５分　
●地目 /宅地　●用途地域 /第二種住居地域　
●建ぺい率 /60％　●容積率 /200％
●現況 /古家有 （更地渡し）　●取引形態 /媒介

四日市市

赤堀南町

■土地面積 ： １５７.２４㎡ (４７.５６坪 )

万円９５０

三重郡菰野町

万円１,０８０
●所在地 /三重郡菰野町大羽根園柴垣町
●交通 /近鉄湯の山線 「大羽根園」 駅　徒歩 9分　
●地目 /宅地　●用途地域 /第一種中高層住居専用地域　
●建ぺい率 /60％　●容積率 /200％　●現況 /古家付 ( 現況渡し )
●備考 /公共下水供用済区域 ( 利用時には要接続工事、
　要受益者負担金 )　●取引形態 /媒介

大羽根園柴垣町

■土地面積 ： ２３８.８０㎡ (７２.２３坪 )

※広告有効期限　2022 年１１月２６日から２週間

※２０２２年１１月１８日現在の物件情報のため、 成約済みの場合はご了承
ください。 また、 図面と現況に相違がある場合は、 現況優先といたし
ます。※リフォーム内容については弊社までお問合せ下さい。※すべて
の媒介物件に別途手数料が必要となります。
※自動車は時速４０キロで計算しています。

三重郡菰野町

千草 万円１,５００
■土地面積 ： ９７４㎡ (２９４.６３坪 )

●所在地 /三重郡菰野町大字千草
●交通 /近鉄湯の山線 「湯の山温泉」 駅　徒歩 25 分　
●地目 /雑種地　●都市計画 /市街化調整区域
●備考 /宅地造成、 建物の建築不可。 資材置き場として
●取引形態 /媒介

鈴鹿市

南玉垣町 万円１,９８０
■土地面積 ： ４４７.９６㎡ (１３５.５０坪 )

●所在地 /鈴鹿市南玉垣町
●交通 /近鉄名古屋線 「千代崎」 駅　徒歩 23 分　
●地目 /宅地 ・雑種地 ・他　●用途地域 /準工業地域
●取引形態 /媒介

員弁郡東員町

大字長深 万円１,５００
■土地面積 ： １,０９１.３１㎡ (３３０.１２坪 )

●所在地 /員弁郡東員町大字長深
●交通 /三岐鉄道三岐線 「北勢中央公園口」 駅　徒歩 22 分　
●地目 /宅地　●都市計画 /市街化調整区域　
●現況 /古家有 （更地渡し )　●備考 /要都市計画法許可、
　がけ条例 (※①)、 高さ１０ｍ以下　●取引形態 /媒介

桑名市

高塚町六丁目 万円１,５８８
■土地面積 ：約１７８.００㎡ ( 約５３.８４坪 )

●所在地 /桑名市高塚町六丁目
●交通 /近鉄名古屋線 ・ JR 関西本線 「桑名」 駅　徒歩 20 分　
●地目 /宅地　●建ぺい率 /60％　●容積率 /100％
●用途地域 /第一種低層住居専用地域　
●現況 /古家有 （更地渡し )　●取引形態 /媒介

亀山市

井尻町 万円１,５００
■土地面積 ： ６７２㎡ (２０３.２８坪 )

●所在地 /亀山市井尻町　●交通 /ＪＲ関西本線 「井田川」 駅
　徒歩 22 分　●地目 /雑種地　●都市計画 /非線引　
●用途地域 /無指定　●建ぺい率 /60％●容積率 /200％　
●備考 /要集落排水加入金 ( 一戸あたり 73 万円 +引込工事費用 )
●取引形態 /媒介

■土地面積 ： ２８８.４２㎡ (８７.２４坪 )

四日市市

万円９３０
●所在地 /四日市市笹川四丁目　●交通 /三交バス
　「笹川三丁目」 停　徒歩 3分　●地目 /宅地　
●用途地域 /第一種低層住居専用地域　●建ぺい率 /60％　
●容積率 /100％　●現況 /古家付 ( 現況渡し )
●備考 /北東角部分がけ条例に該当する可能性あり
●取引形態 /媒介

笹川四丁目

四日市市

東富田町 万円５００
■土地面積 ： １２２.３１㎡ (３６.９９坪 )

●所在地 /四日市市東富田町　●交通 /近鉄名古屋線
「近鉄富田」 駅　徒歩 12 分　●地目 /宅地　
●用途地域 /第一種住居地域　●建ぺい率 /60％　
●容積率 /200％　●取引形態 /媒介

四日市市

貝家町 万円６５０
■土地面積 ： ３９８.５７㎡ (１２０.５６坪 )

●所在地 /四日市市貝家町　●交通 / こにゅうどうくんライナー
　「四日市南部医療ホール」 停　徒歩５分　●地目 /宅地　
●都市計画 /市街化調整区域　●用途地域 /無指定　
●備考 /要都市計画法許可　●取引形態 /媒介

三重郡菰野町

田口新田

●所在地 /三重郡菰野町大字田口新田字丸山 127 番 1 より分筆　
●交通 /三岐鉄道三岐線 「大安」 駅　車で７分 ( 約 4.4km)　●地目 /雑種地　
●都市計画 /区域外　●現況 /造成工事完了　●接道 /図参照
●設備 /公営水道、 合併浄化槽、 個別プロパン、 電気　
●備考 /※各区画、 上水道加入金 （128,000 円） が別途必要です。
　※①②③④号地には境界ブロックの取決があります。※図面と現況に相違が
　ある場合は、 現況優先といたします。●取引形態 /売主

四日市市

市場町Ａ号地 万円８８０
■土地面積 ： ４９９㎡ (１５０.９４坪 )

●所在地 /四日市市市場町　●交通 /三岐鉄道三岐線
　「保々」 駅　徒歩 13 分　●地目 /畑　●建ぺい率 /60％　
●都市計画 /市街化調整区域　●容積率 /100％　
●備考 /要農転、 境界確定　※要都市計画法許可　
●取引形態 /媒介

【物件概要補足】　※①「がけ」 に近接 （がけ下の土地） している場合、　当該 「がけ」 の下端からがけの高さの２倍の範囲内に建築物を建築する際は、 規制を受ける可能性があります。

桑名市

太平町 万円６８８
■土地面積 ：約３４８.７５㎡ ( 約１０５.４９坪 )

●所在地 /桑名市大字太平町　●交通 /桑名 Kバス
　「太平町」 停　徒歩１分　●地目 /宅地　
●都市計画 /市街化調整区域　●建ぺい率 /60％　
●容積率 /200％　●現況 /更地　●備考 /分筆後地積確定、
　要都市計画法許可　●取引形態 /媒介

四日市市

西阿倉川 万円
１,３６０

■土地面積 ： ２１４.９６㎡ (６５.０２坪 )

●所在地 /四日市市大字西阿倉川
●交通 /近鉄名古屋線 「阿倉川」 駅　徒歩 23 分　
●地目 /宅地　●用途地域 /第一種住居地域　●建ぺい率 /60％　
●容積率 /200％　●取引形態 /媒介

(　７５.３７　) ６６０万円１ ２４９.１９約 約
㎡ 坪

号
地

(　７４.５７　) ５８０万円２ ２４６.５３約 約
㎡ 坪

号
地

(　７１.１４　) ５５０万円３ ２３５.１９約 約
㎡ 坪

号
地

約

(　６４.８６　) ５００万円４ ２１４.４３約
㎡ 坪

号
地

約

(　６１.９７　) ４９５万円５ ２０４.８７約
㎡ 坪

号
地

※表示の土地面積等は確定前のものです。分筆後に地積が
　確定するため多少の誤差が生じる場合があります。

全５区画　分譲地

全区画　建築条件なし

４ＬＤＫ
+ウォークインクローゼット

川合町

２,８７０ 万円

■土地 ： ３１６.５８㎡ (９５.７６坪 )■建物 ： １１５.９２㎡ (３５.０６坪 )

亀山市

●所在地 /亀山市川合町　
●交通 /JR 関西本線 「井田川」 駅　　徒歩 15 分　
●駐車場 /複数台　●構造 /木造スレートぶき 2階建　
●築年月 /平成 30 年 12 月　●引渡日 /相談　
●設備 /公営水道、 公共下水、 電気 （オール電化）　
●現況 /居住中　●取引形態 /媒介

７ＬＤＫ+納戸

釆女町

２,１００ 万円

■土地 ： ３５４.２５㎡ (１０７.１６坪 )■建物 ： １８６.８２㎡ (５６.５１坪 )

四日市市

●所在地 /四日市市采女町　●交通 /三交バス 「采女」 停　
　徒歩 3分　●駐車場 /3 台　●構造 /木造瓦葺 2階建　
●築年月 /平成 11 年 3 月　●引渡日 /相談　
●現況 /居住中　●設備 /公営水道、 公共下水、
　個別プロパン、 電気　
●備考 /上記土地面積は公簿、 実測面積は約 312.81 ㎡
　( 約 94.62 坪 ) 公簿面積取引になります　●取引形態 /媒介

★四日市あすなろう鉄道　「内部」 駅　徒歩１５分

★建物 ： ７ＬＤＫ+ 納戸●所在地 /四日市市中川原二丁目　●近鉄名古屋線 「近鉄
　四日市」 駅　徒歩 2分　●総戸数 /21 戸　●引渡日 /相談
●構造 /鉄筋コンクリート造陸屋根　8 階建 3階部分　
●築年月 /平成 1年 4月　●現況 /空　●設備 /公営水道、
　公共下水、 都市ガス、 電気　●管理形態 ・方式／一部委託　
●管理費 /7,300 円 / 月　●積立金 /9,420 円 / 月　●駐車場 /
1 台 6,000 円 / 月 ( 利用しない場合も 3,000 円 / 月発生 )　
●備考 /壁芯面積　●取引形態 /媒介

★ペット可能 ( 飼育規約あり）
★ＬＤＫ２０帖 +土間 +ウォークスルー
　クローゼット +　書斎付ベッドスペース

四日市市中川原二丁目

「バンベール中川原」 ３-Ｃ

ワンルーム
（2020 年 11月
フルリノベーション）

１,９８０万円

■専有面積 ： ７４.７７㎡ (２２.６１坪 )
■バルコニー面積 ： １４.９７㎡ (４.５２坪 )

３ＬＤＫ

みずきが丘

１,８９０ 万円

■土地 ： ２４２.１２㎡ (７３.２４坪 )■建物 ： １２２.２５㎡ (３６.９８坪 )

亀山市

●所在地 /亀山市みずきが丘　
●交通 /JR 関西本線 「井田川」 駅車で 6分 ( 約 3500ｍ)　
●現況 /空　●構造 /木造瓦葺 2階建　
●築年月 /平成 11 年 7 月　●設備 /公営水道、 公共下水、
　集中プロパン、 電気　●駐車場 /２台　●引渡日 /相談
●取引形態 /媒介

★東日本ハウス

( 現日本ハウスＨＤ) の建物です

３ＬＤＫ

みずほ台

１,４８０ 万円

■土地 ： ２２２.３３㎡ (６７.２５坪 )■建物 ： １１４.９８㎡ (３４.７８坪 )

亀山市

●所在地 /亀山市みずほ台
●交通 /ＪＲ関西本線 「井田川」 駅　　徒歩 22 分
●構造 /軽量鉄骨造スレート葺 2階建　
●築年月 /昭和 63 年 3 月　●現況 /居住中　●駐車場 /有
●設備 /公営水道、 公共下水、 電気 （オール電化）　
●引渡日 /令和４年１２月以降　●取引形態 /媒介

★積水ハウス建築の

　軽量鉄骨造のお家です

+ フリー
　スペース

●所在地 /鈴鹿市東磯山二丁目　●近鉄名古屋線
　「磯山」 駅　　徒歩２分　●総戸数 /20 戸　●引渡日 /相談
●構造 /鉄筋コンクリート造 8階建 3階部分　●現況 /居住中　
●築年月 /平成 13 年 12 月　●設備 /公営水道、 公共下水、
　集中プロパン、 電気　●管理形態 ・方式／全部委託 ( 巡回 )　
●管理費 /6,050 円 / 月　●積立金 /5,100 円 / 月　
●駐車場 /1 台 4,000 円 / 月　●取引形態 /媒介

３ＬＤＫ

「マンションフォレスト磯山」 ３０２号

１,２８０万円

■専有面積 ： ６８.８２㎡ (２０.８１坪 )

鈴鹿市東磯山二丁目

★ペット可能 ( 飼育規約あり）

４ＬＤＫ+ウォークイン
　クローゼット

北勢町阿下喜

１,８５０ 万円

■土地 ： １５９.２８㎡ (４８.１８坪 )■建物 ： １２０.０６㎡ (３６.３１坪 )

いなべ市

●所在地 /いなべ市北勢町阿下喜　
●交通 /三岐鉄道北勢線 「阿下喜」
　駅　徒歩 10 分　●現況 /居住中　
●構造 /木造かわら葺 2階建　
●築年月 /平成 25 年 5 月　
●設備 /公営水道、 公共下水、
　電気 （オール電化）　　
●駐車場 /２台　●引渡日 /相談
●取引形態 /媒介★オール電化住宅

５ＬＤＫ

小杉新町

１,０８０ 万円

■土地 ： １４２.６５㎡ (４３.１５坪 )■建物 ： １０５.１５㎡ (３１.８０坪 )

四日市市

●所在地 /四日市市小杉新町　●交通 /近鉄名古屋線
　「阿倉川」 駅　　徒歩約 29 分　●駐車場 /1 台　
●構造 /木造瓦葺 2階建　●築年月 /昭和 55 年 1 月　
●設備 /公営水道、 浄化槽 ( 公共下水利用可）、 都市ガス、
　電気　●引渡日 /相談　●現況 /空　●取引形態 /媒介

★令和３年リフォーム実施

・ガス給湯器新品

・洗面化粧台新品

★令和２年リフォーム実施

・ トイレ新品交換
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