
【受付AM9:00~PM6:00 定休日火・水曜日】

【お客様個人情報管理について】

弊社は皆様よりいただいた個人情報を厳重に管理し、
お客様の承諾を得た場合を除き、第三者へ提供・提示
は一切いたしません。詳しくは弊社ホームページのプ
ライバシーポリシーにてご確認ください。〒514-2222 津市豊が丘四丁目24番2号（豊里ネオポリス内） TEL:059-230-1180  mail:info@daiichihouse.com

0120-059-057

広告有効期限 平成30年7月末日

豊里ネオポリス仲介情報

●所在地/津市豊が丘3丁目・交通/三交バス『ネオポリス南』徒歩1分・土地面積/226.63㎡ ・接面道路/

東側 /幅員16m /西側/幅員6.2ｍ ・引渡し/相談・取引形態/媒介

売
地 950万円

68.56坪

◆バス停徒歩１分
◆日当り良好
◆建築条件なし

☆東西２方向道路☆メイン道路沿い

☆東西２方向道路

☆南側歩道

●所在地/津市豊が丘１丁目・交通/三交バス『ネオポリス南』徒歩1分・土地面積/273.79㎡ ・接面道路/

東側 /幅員6.2m /西側/幅員16ｍ・引渡し/相談・取引形態/媒介

売
地 1,050万円

82.82坪

◆メイン道路沿い ◆バス停徒歩１分

◆日当り良好！！ ◆建築条件なし

●所在地/津市豊が丘5丁目・交通/三交バス『ネオポリス北』徒歩3分・土地面積/225.50㎡ ・接面道路
/北東側 ・幅員/6.2m ・引渡し /相談・・取引形態/媒介

860万円

68.21坪

☆更地物件少なくなってます！
◆メイン道路すぐ交通便利

◆建築条件なし

●所在地/津市豊が丘１丁目・交通/三交バス『センター前』徒歩8分・土地面積/214.91㎡ ・接面道路/

西側 ・幅員/6.2m ・引渡し/相談・取引形態/媒介

820万円

◆小学校まで450m
お子様の通学安心♥

◆建築条件なし

・所在地/津市豊が丘1丁目 ・交通/三交バス『センター前』徒歩10分・土地面積/486.37㎡・建物面積/198.52㎡ ・構造/瓦葺
/2階建・間取り/5LDK ・築年月/昭和63年9月 ・接面道路/西側・幅員6.2m ・引渡し/相談 ・取引形態/媒介 ・居住中

2,400万円中
古

◆ＬＤＫ24帖 ◆2間続き和室 8帖＋6帖 ◆カーポート駐車場＋車庫

■土地面積：486.37㎡（147.13坪)

■建物面積：198.52㎡（60 .05坪）
※間取りと現況が異なる場合は、現況を優先とします。

《1 F》 《2 F》

◆ＬＤＫ18帖◆和室8帖

◆駐車場２台分

■土地面積：222.03㎡（67.16坪）

■建物面積：121.98㎡（36.90坪）

※間取りと現況が異なる場合は、現況を優先とします。

1,360万円

・所在地/津市豊が丘4丁目 ・交通/三交バス『ネオポリス北』徒歩2分・土地面積/222.03㎡・建物面積/121.98㎡ ・構造/軽量
鉄骨造スレート葺/2階建 ・間取り/4LDK ・築年月/平成8年6月 ・接面道路/北西側・幅員6.2m ・引渡し/相談 ・取引形態/媒介

《1 F》 《2 F》

1,350万円

・所在地/津市豊が丘5丁目・交通/三交バス『ネオポリス北』徒歩1分・土地面積/207.72㎡・建物面積/86.44㎡ ・構造/軽量鉄骨
造スレート葺 /1階建 ・間取り/2LDKＳ・築年月/平成16年10月・接面道路/南側・幅員6.2m ・引渡し/相談 ・取引形態/媒介

※間取りと現況が異なる場合は、現況を優先とします。
■土地面積：207.72㎡（62.84坪）
■建物面積：86.44㎡（26.15坪）

◆人気の平家建て

◆築浅・希少物件

◆完全バリアフリー

ご契約
ありがとう
ございました

中
古

中
古

売
地

売
地

65.01坪

地震に強い家

★ 約100年・3世代に渡って住み続けられる家

★ 『木の温もり』 に 『鉄の強さ』 を プラスして

『確かな安心』 と 『心地良さ』 が長く続く家

様々なプランに対応可能！
お客様の大切な夢を実現します

増税前に住宅購入や

ご新築をお考えのお客様

お気軽にご来店ください！



高く売りたい方！ 早く売りたい方！ まずはご相談を！！ 買取りもいたします！！

土 地（仲介物件）土地付建物（新築・中古)

（社）三重県宅地建物取引業協会会員 宅建業免許/三重県知事（12）第936号 建設業許可/三重県知事（般-28）第2545号 【受付AM9:00~PM6:00 定休日火・水曜日】

たくさんのご契約・お問合せ ありがとうございます！！

★★豊里ネオポリスで土地・住宅を探しているお客様が多数いらっしゃいます★★

取引年月 取引価格
面積（坪）

建築構造/屋根/階数 間取り 築年月
土地 建物

Ｈ29.7 ¥51,800,000 130.50 69.33 軽量鉄骨/スレート/2階 7ＬＤＫ+2Ｓ Ｈ20.6

Ｈ29.7 ¥35,800,000 36.68 28.07 木・一部鉄骨/スレート/1階 ２ＬＤＫＳ 新築

Ｈ29.8 ¥15,500,000 71.56 38.67 軽量鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ Ｈ9.5

Ｈ29.8 ¥8,320,000 67.87 28.30 軽量鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ Ｓ58.3

H29.8 ¥35,950,000 64.75 36.19 木・一部鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ 新築

Ｈ29.9 ¥8,300,000 61.19 24.32 軽量鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ Ｓ57.7

H29.10 ¥31,000,000 67.75 35.96 木/合金メッキ鋼板/2階 ４ＬＤＫ H27.5

H29.10 ¥38,456,000 92.17 37.07 木・一部鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ 新築

Ｈ2911 ¥18,500,000 63.67 37.65 軽量鉄骨/セメント瓦/2階 ４ＬＤＫ Ｈ4.8

Ｈ29.11 ¥44,400,000 97.79 43.26 木・一部鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ 新築

H30.2 ¥26,825,000 ― 38.83 木・一部鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ 新築

H30.4 ¥14,800,000 65.77 36.14 軽量鉄骨/スレート/2階 ５ＬＤＫ H2.6

Ｈ30.5 ¥25,270,000 ― 37.07 木・一部鉄骨/スレート/2階 ４ＬＤＫ 新築

H30.5 ¥9,200,000 71.36 34.90 軽量鉄骨/スレート/2階 ５ＬＤＫ S63.9

H30.6 ¥13,500,000 62.83 26.14 軽量鉄骨/スレート/平屋 2ＬＤＫＳ H16.10

取引年月 取引価格
面積

取引坪単価 接道方向
㎡ 坪

Ｈ29.7 ¥9,600,000 304.70 92.17 ¥104,153 北東

Ｈ29.8 ¥7,200,000 216.94 65.62 ¥109,715 北西

Ｈ29.9 ¥8,600,000 254.59 77.01 ¥111,669 北

Ｈ29.10 ¥9,200,000 225.10 68.09 ¥135,110 南

H29.11 ¥10,500,000 264.54 80.02 ¥131,212 北・西

Ｈ29.11 ¥8,200,000 235.23 71.16 ¥115,238 西

Ｈ29.12 ¥8,100,000 214.14 64.78 ¥125,044 北・西

H30.2 ¥8,500,000 238.18 72.05 ¥117,975 西

H30.3 ¥9,000,000 224.67 67.96 ¥132,426 南

H30.3 ¥7,000,000 219.52 66.40 ¥105,414 北東

H30.4 ¥9,200,000 225.64 68.26 ¥134,786 南

H30.5 ¥8,000,000 204.79 61.95 ¥129,139 南

H30.6 ¥8,300,000 206.00 62.32 ¥133,194 東・西


