
【受付AM9:00~PM6:00 定休日火・水曜日】〒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 広告有効期限 2022年8月31日

ダイイチハウス仲介情報

0120-059-057

掲載以外の物件 店内掲示中！

お気軽にお問い合せ下さい。

ご来店お待ちしております。

【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 。

モデルハウス公開中！
内覧予約受付 10：00～17：00   【火曜・水曜 定休日】

●平日も内覧可能●
当日予約でもＯＫ！

地震や災害に負けない強い家950万円売
地

★メイン道路近くの角地！★74.94坪のひろびろ敷地！
●所在地 /津市豊が丘3丁目 ●交通 /三交バス『おおぞら公園』徒歩3分 ●土地面積247.73㎡
●接面道路 /北東側・北西側 ●幅員 /6.2m ●引渡し /相談 ●取引形態 /媒介 ●建築条件なし

●土地面積/207.00㎡（62.62坪） ●建物面積/125.03㎡（37.82坪） ●構造/木造一部軽量鉄骨造・スレート葺/ 2階建●間取り/４ＬＤＫ
●築年月/2022年4月 ●接道/東側・南側 ●駐車場３台
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土
地 520万円

★バス停徒歩3分 ★スーパー徒歩5分
●所在地/津市豊が丘3丁目 ●交通/三交バス『おおぞら公園』
徒歩3分 ●土地面積161.64㎡ ●接面道路/南西側 ●幅員/6.2m
●引渡し/相談 ●取引形態/媒介 ●建築条件なし

売
地 790万円

●所在地 /津市豊が丘1丁目 ●交通 /三交バス『豊が丘中央』
徒歩5分●土地面積202.19㎡●接面道路 /南側・西側
●幅員 /6 .2m●引渡し /相談 ●取引形態 /売主

★小学校徒歩4分
★スーパー徒歩５分

新築用宅地
（建築条件付）

202.19㎡
(61.16坪)

希少物件!!
更地

売
地 940万円売
地

★バス停徒歩2分 ★メイン道路近くで68.32坪の広めの土地！
●所在地 /津市豊が丘5丁目 ●交通 /三交バス『豊が丘北』徒歩2分 ●土地面積225.86㎡
●接面道路 /南西側 ●幅員 /6.2m ●引渡し /相談 ●取引形態 /媒介 ●建築条件なし
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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（13）第936号 建設業許可/三重県知事（般-3）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！！

★★まだまだ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★★

＊直近1年間の主だった取引分のみ抜粋

取引年月 取引価格
面積

取引坪単価 接道方向
㎡ 坪

2021.7 ¥9,200,000 246.15 74.46 ¥123,556 東・西

2021.7 ¥6,500,000 198.34 60.00 ¥108,337 北・東

2021.7 ¥8,300,000 238.08 72.02 ¥115,247 東・西

2021.8 ¥6,700,000 223.47 67.60 ¥99,113 北

2021.9 ¥7,500,000 246.00 74.42 ¥100,786 北・東

2021.10 ¥8,300,000 194.34 58.79 ¥141,186 南

2021.11 ¥8,000,000 213.49 64.58 ¥123,876 南・西

2021.11 ¥7,900,000 202.19 61.16 ¥129,164 南・西

2021.12 ¥8,500,000 211.19 63.88 ¥133,052 南西

2021.12 ¥6,400,000 229.79 69.51 ¥92,071 北・東

2022.2 ¥8,500,000 211.30 63.92 ¥132,982 南西

2022.6 ¥9,000,000 227.60 68.85 ¥130,721 北東・北西

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

2021.7 ¥21,350,000 65.57 42.21 軽量鉄骨/ｾﾒﾝﾄ瓦/2階 4ＬＤＫＳ 1995.3

2021.9 ¥31,354,000 60.00 32.27 木・一部鉄骨/スレート/3階 4LDKS 2022.6

2021.10 ¥22,420,000 71.62 37.43 軽量鉄骨/スレート/2階 3ＬＤＫＳ 1995.2

2021.10 ¥1,500,000 43.81 28.90 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ/陸屋根/2階 3ＤＫ 1980.4

2021.11 ¥21,000,000 61.79 40.74 軽量鉄骨/ｾﾒﾝﾄ瓦/2階 4LDK 2003.7

2021.11 ¥12,990,000 66.75 30.20 軽量鉄骨/スレート/2階 4LDK 1980.10

2021.12 ¥16,400,000 63.13 41.96 軽量鉄骨/スレート/2階 4ＬＤＫ2Ｓ 1999.5

2021.12 ¥7,200,000 65.37 31.42 軽量鉄骨/スレート/2階 5ＤＫ 1983.7

2021.12 ¥33,750,000 71.55 37.87 木/スレート/2階 4ＬＤＫＳ 2021.12

2022.2 ¥16,500,000 71.55 39.57 軽量鉄骨/スレート/2階 4ＬＤＫ 1997.5

2022.3 ¥33,280,000 63.91 35.57 木/ガルバリュウム/2階 3ＬＤＫ2Ｓ 2022.11

2022.5 ¥36,850,000 62.61 37.82 木・一部鉄骨/スレート/2階 4ＬＤＫ 2022.4


