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株式会社とちの木 (C)2020 ZENRIN CO., LTD. （Z19fp0109）

山梨県甲府市塩部１丁目７
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都市計画

建ぺい率

駐 車 場
接道状況
（角地・間口）

施工会社

用途地域

容 積 率

引 渡 日現　　況

備　　考

ほ か に
私道面積

設 備

築 年 月

物
件
種
目

構造・規模

面　積

■取引態様：一般媒介

木造スレート葺2階建て
4LDK

122.55㎡（37.07坪）

所有権

1種住居
60％ 200％

北3.4ｍ2項道路と17ｍ接道

平成7年9月新築

相談

市街化区域

甲府市塩部1丁目売家

2,600万円
甲府市塩部1丁目101番

（山交）一高前バス停288ｍ

(中央線)甲府駅1400ｍ

541.65㎡（163.84坪）

朝日小学校138ｍ・甲府北中学校699ｍ
山梨大学付属小中学校まで1100ｍ
スーパー743ｍ・コンビニ457ｍ
総合病院536ｍ・県民信用組合147ｍ

朝日小学校まで138ｍ・山梨大学付属小中学校まで1100ｍ

空家

1階 2階

株式会社とちの木
 甲府市小瀬町８番地（山城小学校前）ＦＡＸ267-6889

山梨県宅地建物取引業協会会員
全国宅地建物取引業保証協会会員

山梨県知事免許番号 （２） 2365号

TEL 055-267-6888

甲府駅

上下水道有


