
信頼と安心のハトマーク加盟店≪賃貸住宅管理業者/国土交通大臣(2)第111号≫ 〒031-0823 青森県八戸市湊高台3丁目5-3
株式会社まるよし産業
不動産住宅情報 青森県知事(8)2264号 TEL.080-1834-7659 ～まるよし産業では住みよい環境を創造します～

湊高台6丁目
第4現場/1号棟

販売
価格2,188万円

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 1号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分
■構造/木造
■間取/4LDK
■築年月/2020年2月
■駐車場/付
■土地面積/159.76㎡
■延床面積/103.68㎡
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/60％
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営､下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:48.32坪　建物面積:31.86坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
間取り見れます。角地の建物ですが後ろにも専用通路が
あるので実は3面が開放的になっています。
ご一緒にご見学しませんか？

おすすめ
ポイント

湊高台6丁目
第4現場/2号棟

販売
価格2,088万円

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分
■構造/木造
■間取/4SLDK
■築年月/2020年2月
■駐車場/付
■土地面積/155.69㎡
■延床面積/108.54㎡
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの
おしゃれさんにピッタリの間取りです。
建物完成致しました。ご一緒に見学いかがですか?

おすすめ
ポイント

湊高台6丁目
第4現場/3号棟

販売
価格2,288万円

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分
■構造/木造
■間取/4LDK
■築年月/2020年2月
■駐車場/付
■土地面積/150.80㎡
■延床面積/98.82㎡
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
とうとう完成致しました!
南側の建物による日当たりの影響が現地にて確認できます。

おすすめ
ポイント

新湊1丁目
第1現場/1号棟

販売
価格1,688万円

■所在/青森県八戸市新湊1丁目12-6 1号棟
■交通/八戸線「陸奥湊」駅 徒歩13分
■構造/木造
■間取/4LDK
■築年月/2020年2月
■駐車場/付
■土地面積/214.84㎡
■延床面積/103.68㎡
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域
■用途地域/第二種中高層住居専用地域
■建蔽率/70%
■容積率/200％
■接道/西側約5.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市新湊1丁目12-9付近
土地面積:64.98坪　建物面積:31.36坪

漁師さんや釣り好きな人必見です!!
漁港まで歩いてすぐなので疲れて運転したくない。。。と
思っても歩いて数分で家に着いちゃいます。
南西角地で日当たり良好なはずですが、冬場の午後3時
晴れた日に日当たりをご確認下さい。
理由を知りたい方はご一緒にご見学しませんか?

舘鼻朝市や
花火大会会場の
近くの物件です☆

2 088販売2湊高台6丁目
第4現場/1号棟

販売
価格2,188万円万円 湊高台6丁目

第4現場/2号棟第4現場/2号棟

"見るだけ""話だけでも
聞いてみたい"等大歓迎! !
お気軽にお立ち寄りください。
土日も開催しております！！

まるよし産業の

"見るだけ""話だけでも"見るだけ""話だけでも"見るだけ""話だけでも

まるよし産業の

新築住宅情報最新

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月

■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡
■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡
■地目/宅地■地目/宅地■地目/宅地
■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域

■建蔽率/50%■建蔽率/50%■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道■接道/西側約6.00ｍ公道に接道■接道/西側約6.00ｍ公道に接道■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介■取引態様/一般媒介■取引態様/一般媒介
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
とうとう完成致しました!とうとう完成致しました!とうとう完成致しました!

価格第4現場/3号棟
■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

■間取/4LDK■間取/4LDK■間取/4LDK■間取/4LDK

■駐車場/付

■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡
■地目/宅地■地目/宅地

■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
とうとう完成致しました!とうとう完成致しました!
南側の建物による日当たりの影響が現地にて確認できます。

価格価格

済済
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

済
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

済
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

済
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡済済済済済■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡済済済済■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済■都市計画/市街化区域済■都市計画/市街化区域済済■都市計画/市街化区域済■都市計画/市街化区域済済■都市計画/市街化区域済■都市計画/市街化区域済■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域済済済済済済済済済済済■接道/西側約6.00ｍ公道に接道済■接道/西側約6.00ｍ公道に接道済済済済済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済済済済済済済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済済済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済
青潮小学校・東中学校の学区となります。
済

青潮小学校・東中学校の学区となります。

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟

■築年月/2020年2月

■土地面積/150.80㎡

■都市計画/市街化区域

■建蔽率/50%■建蔽率/50%

■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

青潮小学校・東中学校の学区となります。

第4現場/3号棟 価格価格
■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月
■駐車場/付■駐車場/付
■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡
■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡
■地目/宅地■地目/宅地■地目/宅地
■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%■建蔽率/50%■建蔽率/50%■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
とうとう完成致しました!

■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。

■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡
■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
とうとう完成致しました!
南側の建物による日当たりの影響が現地にて確認できます。

ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪

第4現場/3号棟
■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

■間取/4LDK■間取/4LDK
■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月
■駐車場/付■駐車場/付■駐車場/付
■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡
■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡
■地目/宅地■地目/宅地
■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%■建蔽率/50%■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

価格価格価格

済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

済
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

■築年月/2020年2月

済
■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月

済
■築年月/2020年2月

■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡済■土地面積/150.80㎡
■延床面積/98.82㎡済■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡済■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡済■延床面積/98.82㎡

■都市計画/市街化区域済■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域■用途地域/第一種低層住居専用地域済■用途地域/第一種低層住居専用地域

■接道/西側約6.00ｍ公道に接道済■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン済済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近済ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪済土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
済

青潮小学校・東中学校の学区となります。
済済済済

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。

■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:45.61坪　建物面積:29.89坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。

■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
■設備/上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 3号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 徒歩5分

■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月

■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡■土地面積/150.80㎡
■延床面積/98.82㎡■延床面積/98.82㎡

こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。

済
4/6付
価格改定

3/30付
価格改定

3/30付
価格改定

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月

■土地面積/155.69㎡■土地面積/155.69㎡■土地面積/155.69㎡■土地面積/155.69㎡
■延床面積/108.54㎡■延床面積/108.54㎡
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域■都市計画/市街化区域

■建蔽率/50%■建蔽率/50%■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道■接道/西側約6.00ｍ公道に接道■接道/西側約6.00ｍ公道に接道■接道/西側約6.00ｍ公道に接道

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介■取引態様/一般媒介■取引態様/一般媒介

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介■取引態様/一般媒介■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの
おしゃれさんにピッタリの間取りです。おしゃれさんにピッタリの間取りです。

価格第4現場/2号棟
■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

■間取/4SLDK

■駐車場/付

■延床面積/108.54㎡■延床面積/108.54㎡
■地目/宅地■地目/宅地

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの
おしゃれさんにピッタリの間取りです。おしゃれさんにピッタリの間取りです。おしゃれさんにピッタリの間取りです。

価格価格改定

商商商
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

商
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商■土地面積/155.69㎡商■土地面積/155.69㎡商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商■都市計画/市街化区域商■都市計画/市街化区域商商商商■都市計画/市街化区域商■都市計画/市街化区域商商■都市計画/市街化区域商■都市計画/市街化区域商商商■用途地域/第一種低層住居専用地域商■用途地域/第一種低層住居専用地域商■用途地域/第一種低層住居専用地域商■用途地域/第一種低層住居専用地域商商商商商商商■用途地域/第一種低層住居専用地域商■用途地域/第一種低層住居専用地域商商商商商商商商商商■接道/西側約6.00ｍ公道に接道商■接道/西側約6.00ｍ公道に接道商商商商商商商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商商商商商商商商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近商商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商商商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商
青潮小学校・東中学校の学区となります。
商

青潮小学校・東中学校の学区となります。
商

青潮小学校・東中学校の学区となります。
商

青潮小学校・東中学校の学区となります。

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟

■築年月/2020年2月

■土地面積/155.69㎡

■都市計画/市街化区域

■建蔽率/50%

■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン

■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

青潮小学校・東中学校の学区となります。青潮小学校・東中学校の学区となります。

第4現場/2号棟 価格
■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

■間取/4SLDK■間取/4SLDK
■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月
■駐車場/付■駐車場/付
■土地面積/155.69㎡■土地面積/155.69㎡
■延床面積/108.54㎡
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの
おしゃれさんにピッタリの間取りです。おしゃれさんにピッタリの間取りです。

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの
おしゃれさんにピッタリの間取りです。

ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪

第4現場/2号棟
■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

■間取/4SLDK■間取/4SLDK
■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月
■駐車場/付■駐車場/付
■土地面積/155.69㎡
■延床面積/108.54㎡
■地目/宅地
■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

第4現場/2号棟
価格改定 価格価格改定

商商商商商商商
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

商
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

■築年月/2020年2月

商
■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月

商
■築年月/2020年2月

■土地面積/155.69㎡商■土地面積/155.69㎡■土地面積/155.69㎡商■土地面積/155.69㎡
■延床面積/108.54㎡商■延床面積/108.54㎡

■都市計画/市街化区域商■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域商■用途地域/第一種低層住居専用地域

■接道/西側約6.00ｍ公道に接道商■接道/西側約6.00ｍ公道に接道
上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン商商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近商ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近

土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪商土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。
商

青潮小学校・東中学校の学区となります。
商

青潮小学校・東中学校の学区となります。
こども園や病院､スーパーも近く徒歩での生活に便利です。
2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン
■取引態様/一般媒介
ナビ住所:八戸市湊高台6丁目7-2付近
土地面積:47.09坪　建物面積:32.83坪

青潮小学校・東中学校の学区となります。

■都市計画/市街化区域
■用途地域/第一種低層住居専用地域
■建蔽率/50%
■容積率/80％
■接道/西側約6.00ｍ公道に接道

上水道:公営、下水道:公共下水、ガス:プロパン

■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟■所在/青森県八戸市湊高台6丁目7-2 2号棟
■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分■交通/バス停6「湊高台五丁目」下車 5分

■築年月/2020年2月■築年月/2020年2月

■土地面積/155.69㎡
■延床面積/108.54㎡

2階に納戸が3つもあります。衣装や靴をたくさんお持ちの


