
物件一覧表       

登録 

番号 
登録日 分類 売却・賃貸 所在地 希望価格 状況 

1 H30.11.26 土地・建物 売却 米沢市大字上新田 ＊＊＊ 登録抹消 

2 H30.12.4 土地のみ 売却 米沢市駅前２丁目 ＊＊＊ 登録抹消 

3 H30.12.11 土地・建物/土地のみ 売却 米沢市駅前２丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

4 H30.12.14 土地・建物 売却 米沢市本町１丁目 ＊＊＊ 登録抹消 

5 H30.12.21 土地・建物 売却 米沢市塩井町塩野 ＊＊＊ 交渉成立 

6 H30.12.25 土地・建物 売却 米沢市杉の目町 ＊＊＊ 交渉成立 

7 H30.12.27 土地・建物 売却 米沢市下花沢３丁目 応相談 交渉受付中 

8 H31.1.９ 土地のみ 売却 米沢市東１丁目 ９８万円 交渉受付中 

9 H31.1.９ 土地・建物 賃貸 米沢市駅前４丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

10 H31.1.11 土地・建物 売却 米沢市下花沢３丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

11 H31.3.6 土地・建物 売却 米沢市広幡町上小菅 ＊＊＊ 交渉成立 

12 H31.3.19 土地・建物 売却 米沢市城西１丁目 １００万円(応相談) 交渉受付中 

13 H31.４.２ 土地のみ 売却 米沢市下花沢１丁目 ３０万円（応相談） 交渉受付中 

14 H31.４.８ 土地・建物 売却 米沢市板谷 ＊＊＊ 交渉成立 

15 H31.４.15 土地・建物 売却 米沢市小野川町 ＊＊＊ 交渉成立 

16 H31.４.18 土地のみ 売却 米沢市城北 2 丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

17 Ｒ1.5.10 土地・建物 賃貸 米沢市東大通３丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

18 Ｒ1.5.14 土地・建物 売却 米沢市万世町堂森 ＊＊＊ 交渉成立 

19 R1.5.17 土地・建物 売却 米沢市広幡町 ＊＊＊ 交渉成立 

20 Ｒ1.6.13 土地のみ 賃貸 米沢市杉の目町 15,000 円/月 交渉受付中 

＊登録抹消・・・登録者より抹消の届け出があったもの、

または登録期間を終えたものです。 



 

 

登録 

番号 
登録日 分類 売却・賃貸 所在地 希望価格 状況 

２１ Ｒ1.6.25 土地のみ 売却 米沢市丸の内２丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

22 Ｒ1.7.2 土地・建物 売却 米沢市大字下新田 ＊＊＊ 交渉成立 

23 Ｒ1.7.10 土地・建物 売却 米沢市吾妻町 ＊＊＊  交渉成立 

24 Ｒ1.7.11 土地のみ 売却 米沢市城南 5 丁目 ＊＊＊ 登録抹消 

25 R1.7.29 土地・建物 売却 米沢市小野川町 ＊＊＊ 登録抹消 

26 R３.４.１9 土地のみ 売却 米沢市笹野町 応相談 交渉受付中 

27 Ｒ1.7.30 土地・建物 売却 米沢市大字李山 ＊＊＊ 交渉成立 

28 Ｒ1.8.7 土地のみ 売却 米沢市花沢町 ２０万円 交渉受付中 

29 Ｒ1.9.18 土地・建物 売却 米沢市西大通２丁目 ＊＊＊ 登録抹消 

30 Ｒ1.9.25 土地・建物 売却 米沢市中田町 ＊＊＊ 登録抹消 

31 Ｒ1.10.21 土地・建物 売却 米沢市東 1丁目 ＊＊＊ 登録抹消 

32 Ｒ1.11.8 土地・建物 売却 米沢市徳町 10 万円（応相談） 交渉中 

33 Ｒ1.12.3 土地・建物 売却 米沢市大字李山 ＊＊＊ 交渉成立 

34 Ｒ1.12.17 土地・建物 賃貸 米沢市大字下新田 ＊＊＊ 登録抹消 

35 Ｒ1.12.23 土地のみ 売却 米沢市大字笹野 2０万円 交渉受付中 

36 Ｒ2.1.15 土地・建物 売却 米沢市窪田町矢野目 ４００万円 交渉受付中 

37 R2.1.27 土地・建物 売却 米沢市舘山 6 丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

38 R2.4.20 土地のみ 売却 米沢市万世町片子 530 万円 交渉受付中 



 

 

登録 

番号 
登録日 分類 売却・賃貸 所在地 希望価格 状況 

39 R2.6.30 土地・建物 売却 米沢市東大通２丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

40 R2.7.20 土地 売却 米沢市中田町 ＊＊＊ 交渉成立 

41 R2.9.10 土地 売却 米沢市通町３丁目 ５万円 交渉受付中 

42 R3.3.15 土地・建物 売却 米沢市大字関根 ＊＊＊ 交渉成立 

43 R3.４.1３ 土地・建物 売却 米沢市中央１丁目 550 万円 交渉受付中 

44 R3.４.1３ 土地 売却 米沢市太田町５丁目 130 万円 交渉受付中 

45 R3.5.6 土地・建物 売却 米沢市成島町 3丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

46 R3.８.２３ 土地・建物 売却 米沢市城西 3 丁目      ＊＊＊ 交渉成立 

47 R3.８.２4 土地 売却 米沢市御廟２丁目 応相談 交渉受付中 

48 R3.9.2 土地・建物 売却 米沢市窪田町窪田 200 万円 交渉受付中 

49 R3.9.13 土地・建物 売却 米沢市大字三沢 ３５万円 交渉受付中 

50 R3.10.7 土地・建物 売却 米沢市春日 4 丁目 ＊＊＊ 登録抹消 

51 R3.10.7 土地 売却 米沢市万世町梓山 応相談 交渉受付中 

52 R４.４.１５ 土地・建物 売却 米沢市矢来２丁目 ２５０万円 交渉中 

53 R４.6.１3 土地・建物 売却 米沢市東大通 3丁目 ＊＊＊ 交渉成立 

54 R4.7.4 土地・建物 売却 米沢市中央２丁目 ２２２万円 交渉中 

55 R4.7.29 土地・建物 売却 米沢市大字簗沢 １００万円 交渉受付中 

       

更新 


