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令和5年2月8日 苫小牧市青葉町2丁目13番7
土地
建物

土地:1,000.01㎡

建物:298.90/592.04㎡
32,200,000円 個人 －

令和3年6月7日 留萌市沖見町５丁目６３番２、７２番２、７３番、７４番 土地 土地:665.49㎡ 615,000円 個人 －

令和3年2月8日 網走市大曲2丁目79番2 土地 土地:1183.02㎡ 2,310,000円 法人 不動産業

令和3年1月29日 小樽市桜1丁目52番
土地
建物

土地:832.91㎡
建物:248.55/694.11㎡

21,110,000円 法人 不動産業

令和2年2月13日 砂川市西7条南13丁目31番5、同番6
土地
建物

土地:926.50㎡
建物:169.09/501.51㎡

9,619,900円 法人 小売業

平成30年2月9日 旭川市春光6条1丁目66番、67番、69番
土地
建物

土地:1266.01㎡
建物:231.66/456.84㎡

33,880,000円 法人 不動産業

平成30年1月31日 室蘭市母恋南町4丁目32番136 土地 土地:572.30㎡ 253,000円 個人 －

平成25年10月2日 函館市深堀町201番6、201番7
土地
建物

土地:498.48㎡
建物:155.64/295.92㎡

12,325,000円 法人 不動産業

平成25年6月21日 釧路市住吉1丁目68番3 土地 土地:202.84㎡ 1,200,000円 個人 －

平成24年10月9日 釧路市興津3丁目69番152、69番153
土地
建物

土地:373.42㎡
建物:122.36/310.38㎡

非公表 個人 －

平成24年10月4日 砂川市空知太東3条1丁目389番38 土地 土地:300.90㎡ 1,880,000円 個人 －

平成24年10月2日
岩見沢市志文本町3条6丁目31番、
32番、33番、34番2

土地
建物

土地:739.21㎡
建物:147.51/459.45㎡

9,853,000円 個人 －

平成24年9月13日 釧路市川北町5番41、5番51
土地
建物

土地:191.86㎡
建物:76.92/153.84㎡

1,924,500円 個人 －
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平成24年9月10日 砂川市吉野1条南7丁目12番3、13番4
土地
建物

土地:609.67㎡
建物:188.18/336.68㎡

1,600,000円 法人 建築工事業

平成24年8月27日 小樽市オタモイ1丁目102番15
土地
建物

土地:644.94㎡
建物:254.90/452.90㎡

非公表 個人 －

平成24年8月23日 釧路市興津5丁目19番47、19番48
土地
建物

土地:390.00㎡
建物:131.52/241.60㎡

2,500,000円 個人 －

平成24年8月13日
砂川市空知太東3条1丁目389番118
、389番37

土地
建物

土地:629.40㎡
建物:155.64/295.92㎡

3,080,000円 法人 不動産業

平成24年7月31日 小樽市塩谷2丁目52番9、52番29 土地 土地:758.89㎡ 987,000円 個人 －

平成24年7月4日 江別市大麻東町31番2
土地
建物

土地:2175.00㎡
建物:429.04/1519.24㎡

27,231,028円 法人 不動産業

平成24年7月4日 小樽市稲穂5丁目43番37
土地
建物

土地:177.12㎡
建物:71.04/71.04㎡

非公表 個人 －

平成24年6月25日 室蘭市母恋南町4丁目73番55 土地 土地:411.43㎡ 1,400,000円 個人 －

平成24年3月22日 留萌市五十嵐町2丁目2番2
土地
建物

土地:786.28㎡
建物:255.31/462.38㎡

13,958,500円 法人 サービス業

平成24年3月8日 登別市登別東町4丁目6番1、6番2 土地 土地:939.39㎡ 4,630,000円 個人 －

平成24年2月24日 釧路市美原1丁目52番4
土地
建物

土地:1300.00㎡
建物:403.02/767.44㎡

23,975,000円 法人 不動産業

平成24年2月17日 室蘭市白鳥台5丁目17番4
土地
建物

土地:661.36㎡
建物:190.30/338.44㎡

4,343,000円 法人 サービス業

平成24年1月18日 苫小牧市青葉町2丁目13番6
土地
建物

土地:718.70㎡
建物:295.38/590.76㎡

31,000,000円 法人 不動産業

平成24年1月17日 札幌市豊平区豊平3条7丁目110番49 土地 土地:486.19㎡ 非公表 個人 －

平成24年1月17日 函館市柏木町188番1
土地
建物

土地:758.31㎡
建物:327.79/913.67㎡

非公表 法人 建設業
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平成24年1月16日 室蘭市東町5丁目6番12、6番13
土地
建物

土地:1184.91㎡
建物:250.65/702.45㎡

45,500,000円 法人 サービス業

平成24年1月13日 帯広市東6条南13丁目25番2
土地
建物

土地:643.32㎡
建物:160.80/454.68㎡

非公表 法人 建設業

平成24年1月11日 稚内市富岡1丁目1660番483
土地
建物

土地:495.16㎡
建物:146.94/293.88㎡

13,800,000円 法人 販売業

平成24年1月6日 稚内市緑1丁目2234番1
土地
建物

土地:1109.60㎡
建物:206.21/574.44㎡

38,800,000円 法人 販売業

平成23年3月3日 北見市公園町144番4、144番5
土地
建物

土地:770.21㎡
建物:303.60/593.04㎡

17,700,000 法人 教育、学習支援業

平成22年10月20日 室蘭市海岸町1丁目103 建物 建物:514.65/663.00㎡ 10,920,000 法人 公務

平成22年6月7日 岩見沢市日の出台1丁目156番2、102番 土地 土地:446.15㎡ 5,800,000 個人 －

注１）所在地は、全て地番表示となります。

注２）数量は、国有財産台帳上の面積となります。


