
交通 　　 　　 　　 　

　　 　　 　　 　

　　 　　 　　 　

名称

玉城町中楽中古住宅売一戸建
住宅

価格

350万円

　　
　　
　　
　　
　　

特記

事項等

　　

　　

所在 度会郡玉城町中楽429-31

土地

権　利　形　態 所有権
敷　地　面　積 172.45㎡（52.16坪）
私　道　負　担 無 　　㎡（　　坪）
セットバック 済 　　㎡（　　坪）

地　目 宅地 地　勢 平坦
接面種別 公道
位置指定 　　年　　月　　日 第　　号
接道① 北 接道② 西
道路幅員 約4ｍ 舗　装 有

建物

構　造 木造 かわらぶき
2階建て

築年月 昭和54年12月
増改築 　　　　年　　月
建築確認番号 第　　号

１　階 70.38㎡ ２　階 26.49㎡
３　階 　　㎡ その他 　　㎡
合　計 96.87㎡（29.30坪）

都市
計画

都市計画 非線引き区域
建蔽率 60％ 容積率 200％

用途地域 第1種中高層住居専用地域
高度地区 指定なし 防火地区 指定なし
区画整理 無 街路計画 無
その他法令上の制限 第22条区域

設備・
仕様

ガ　ス 個別プロパン 飲料水 公営水道
汚　水 公共下水 雑排水 公共下水
雨　水 側溝等 駐車場 空有

引渡 現　況 空家 　　
時　期 即時 　　

備考

　　

Mail.office@athome-ise.com

TEL.05 96-28 -1200TEL.05 96-28 -1200
FAX.0596-28-1203

宅地建物取引士 担当者 取引態様 報酬形態

森田成峰 森田成峰 一般 　　

報酬率/額 176,000 広告 　　

有限会社アットホーム 三重県伊勢市黒瀬町485番地1 ■営業時間： 10:00~17:00 ■定休日： 毎週日曜日 ■宅建免許番号： 三重県知事 (４) 第２９１３号 （公社）全日本不動産協会 三重県本部 自社整理番号

ズバッと不動産買取します！ズバッと不動産買取します！

有限会社アットホーム有限会社アットホーム
三重県伊勢市黒瀬町48 5番地1三重県伊勢市黒瀬町48 5番地1



価格 350 万円

名称 玉城町中楽中古住宅

交通

　　 　　 　　 　　

　　 　　 　　 　　

　　 　　 　　 　　

所在所在 度会郡玉城町中楽429-31

土地土地

権　利　形　態 所有権

敷　地　面　積 172.45㎡（52.16坪）

私　道　負　担 無 　　㎡（　　坪）

セットバック 済 　　㎡（　　坪）

地　目 宅地 地　勢 平坦

接面種別 公道

位置指定 　　年　　月　　日 第　　号

接道① 北 接道② 西

道路幅員 約4ｍ 舗　装 有

建物建物

構　造
木造 かわらぶき

2階建て

築年月 昭和54年12月

増改築 　　　　年　　月

建築確認番号 第　　号

１　階 70.38㎡ ２　階 26.49㎡

３　階 　　㎡ その他 　　㎡

合　計 96.87㎡（29.30坪）

都市都市
計画計画

都市計画 非線引き区域

建蔽率 60％ 容積率 200％

用途地域 第1種中高層住居専用地域

高度地区 指定なし 防火地区 指定なし

区画整理 無 街路計画 無

その他法令上の制限 第22条区域

設備・設備・
仕様仕様

ガ　ス 個別プロパン 飲料水 公営水道

汚　水 公共下水 雑排水 公共下水

雨　水 側溝等 駐車場 空有

引渡引渡
現　況 空家 　　

時　期 即時 　　

備考備考

　　

　　

　　

　　

　　

　　

■取引態様：一般 　■広告有効期限： 　■本物件は現在の情報です。

ズバッと不動産買取します！ズバッと不動産買取します！

有限会社アットホーム有限会社アットホーム
三重県伊勢市黒瀬町485番地1三重県伊勢市黒瀬町485番地1

Mail.office@athome-ise.com

TEL.05 96-28 -1200TEL.05 96-28 -1200
FAX.0596-28-1203

有限会社アットホーム 三重県伊勢市黒瀬町485番地1 ■営業時間： 10:00~17:00 ■定休日： 毎週日曜日 ■宅建免許番号： 三重県知事 (４) 第２９１３号
（公社）全日本不動産協会 三重県本部 自社整理番号


