
基準地別変動率が横ばい（0％）の一覧表

用途 基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番 20年変動率 20年価格
（ 19年変動率 ）

住宅 岐阜 （県） -1 岐阜市 0.0 70,500
茜部菱野４丁目１５４番１ ( 0.0 )

住宅 岐阜 （県） -7 岐阜市 0.0 83,300
長良西野前１７番３外 ( -1.8 )

住宅 岐阜 （県） -10 岐阜市 0.0 79,800
大字鷺山字中洙１５４３番６４ ( -2.7 )

住宅 岐阜 （県） -11 岐阜市 0.0 93,000
松下町４番１４ ( -1.6 )

住宅 岐阜 （県） -21 岐阜市 0.0 100,000
大黒町３丁目２番 ( 0.0 )

住宅 岐阜 （県） -25 岐阜市 0.0 73,300
上土居２丁目１３番４ ( -2.9 )

住宅 岐阜 （県） -26 岐阜市 0.0 68,300
蔵前６丁目５番３４ ( -0.4 )

住宅 岐阜 （県） -28 岐阜市 0.0 86,500
津島町５丁目１６番外 ( -1.7 )

住宅 岐阜 （県） -34 岐阜市 0.0 71,400
長森本町１丁目１８番２０ ( -0.6 )

住宅 岐阜 （県） -35 岐阜市 0.0 72,000
江添３丁目７番９ ( 0.0 )

住宅 大垣 （県） -4 大垣市 0.0 61,600
笠木町字前田６４９番４ ( -1.4 )

住宅 大垣 （県） -10 大垣市 0.0 54,800
上面３丁目４８番 ( -1.3 )

住宅 大垣 （県） -13 大垣市 0.0 62,300
楽田町３丁目３７番１ ( -1.3 )

住宅 大垣 （県） -14 大垣市 0.0 72,100
東前１丁目６０番９ ( -2.6 )

住宅 大垣 （県） -15 大垣市 0.0 59,200
福田町字南屋敷６９０番 ( -1.3 )

住宅 高山 （県） -14 高山市 0.0 3,800
丹生川町根方字尾崎２３１番 ( -2.6 )

住宅 高山 （県） -16 高山市 0.0 17,100
清見町牧ヶ洞字岩野３１２９番 ( 1.8 )

住宅 多治見 （県） -2 多治見市 0.0 38,800
明和町４丁目５番４５１ ( － )

住宅 多治見 （県） -7 多治見市 0.0 42,500
西坂町１丁目１０１番 ( -1.2 )

住宅 関 （県） -1 関市 0.0 43,300
貸上町８番３ ( -1.6 )

住宅 関 （県） -5 関市 0.0 34,700
下有知字観音下２８３２番２ ( 0.6 )

住宅 関 （県） -11 関市 0.0 4,800
板取字野向３８８９番３外 ( -2.0 )

住宅 中津川 （県） -5 中津川市 0.0 31,600
中津川字上金住還上１１８３番３ ( -2.8 )

住宅 羽島 （県） -4 羽島市 0.0 43,100
江吉良町字松原２４５１番 ( 0.0 )

住宅 恵那 （県） -6 恵那市 0.0 14,400
岩村町飯羽間字箕輪２６７０番５ ( -3.4 )

住宅 恵那 （県） -8 恵那市 0.0 3,820
上矢作町下字北澄ヶ瀬１３１番１外 ( -0.5 )

住宅 恵那 （県） -9 恵那市 0.0 3,650
上矢作町字上広表２９７６番１ ( -0.8 )

住宅 各務原 （県） -6 各務原市 0.0 61,000
蘇原花園町４丁目２６番５ ( -1.6 )

住宅 各務原 （県） -11 各務原市 0.0 59,700
尾崎北町４丁目５番 ( -0.5 )

住宅 瑞穂 （県） -1 瑞穂市 0.0 63,000
穂積字中原１５００番 ( 0.0 )

住宅 瑞穂 （県） -4 瑞穂市 0.0 52,800
別府字花塚一ノ町１８０５番３ ( -1.5 )

住宅 本巣 （県） -4 本巣市 0.0 58,600
上真桑字糸貫川通２２５８番７１ ( 0.0 )

住宅 本巣 （県） -7 本巣市 0.0 51,200
三橋３丁目１０８番 ( -1.9 )

住宅 郡上 （県） -5 郡上市 0.0 20,500
大和町島字杉ヶ瀬５１９８番１ ( 0.0 )

住宅 郡上 （県） -9 郡上市 0.0 22,700
白鳥町為真字小向イ１７３５番４ ( -0.4 )

住宅 岐南 （県） -3 羽島郡岐南町 0.0 61,800
徳田９丁目１７１番 ( － )

住宅 笠松 （県） -2 羽島郡笠松町 0.0 61,800
田代字神明４１９番１ ( -2.4 )

住宅 北方 （県） -1 本巣郡北方町 0.0 59,000
柱本南１丁目２７０番外 ( -0.2 )

住宅 北方 （県） -2 本巣郡北方町 0.0 60,000
小柳１丁目７２番 ( -1.2 )



用途 基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番 20年変動率 20年価格
（ 19年変動率 ）

商業 岐阜 （県） 5-8 岐阜市真砂町１２丁目１６番外 0.0 164,000
（岐阜信用金庫真砂町支店） ( -0.6 )

商業 岐阜 （県） 5-11 岐阜市神田町７丁目１７番 0.0 400,000
（神田ビル） ( -3.4 )

商業 岐阜 （県） 5-14 岐阜市六条福寿町５番１６外 0.0 101,000
( 0.0 )

商業 岐阜 （県） 5-16 岐阜市江添１丁目５番１４外 0.0 145,000
（ガリバー） ( -0.7 )

商業 岐阜 （県） 5-19 岐阜市都通３丁目１番２外 0.0 137,000
（伊藤内科医院） ( -0.7 )

商業 岐阜 （県） 5-23 岐阜市徹明通４丁目９番１ 0.0 164,000
（川田ビル） ( － )

商業 大垣 （県） 5-3 大垣市安井町２丁目１７番１ 0.0 100,000
（山中ハウジング） ( -2.0 )

商業 大垣 （県） 5-4 大垣市御殿町１丁目５３番 0.0 91,500
（古田かばん店） ( 0.0 )

商業 大垣 （県） 5-5 大垣市高屋町３丁目１５番外 0.0 134,000
（大垣第一生命ビル） ( -1.5 )

商業 大垣 （県） 5-6 大垣市久瀬川町３丁目１０番 0.0 76,000
（大橋茶舗） ( -1.9 )

商業 多治見 （県） 5-1 多治見市小路町１４番 0.0 62,000
（東文堂） ( -2.5 )

商業 山県 （県） 5-1 山県市大字高木字戸羽１２９５番１外 0.0 60,500
（ローソン山県高木店） ( 0.0 )

商業 瑞穂 （県） 5-2 瑞穂市穂積字東原６０６番１外 0.0 87,500
（カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋） ( -1.7 )

商業 瑞穂 （県） 5-3 瑞穂市只越字八幡前１０５１番３ 0.0 81,000
（かね広） ( -1.2 )

商業 本巣 （県） 5-2 本巣市政田字新立１６０２番４外 0.0 72,500
（十六銀行真正支店） ( -1.4 )

商業 郡上 （県） 5-1 郡上市八幡町新町９２６番 0.0 120,000
（越前屋） ( -3.2 )

商業 郡上 （県） 5-2 郡上市大和町剣字中矢田２５４番１１外 0.0 33,000
（食の家じえいあん） ( 0.0 )

商業 下呂 （県） 5-4 下呂市幸田字下小瀬１３９４番１７外 0.0 85,300
（濃飛バス下呂バスセンター） ( 0.0 )

商業 大野白川 （県） 5-1 大野郡白川村大字平瀬字下川原３０３番２２ 0.0 7,200
（丸大商店） ( 0.0 )

準工業 岐阜 （県） 7-5 岐阜市細畑６丁目４番６ 0.0 73,500
（山喜織物工業(株)） ( -2.0 )

準工業 羽島 （県） 7-2 羽島市上中町長間字東外２８８７番１外 0.0 43,300
( -1.1 )

準工業 土岐 （県） 7-2 土岐市土岐口南町３丁目８番 0.0 35,200
（はつはな） ( -3.6 )

準工業 各務原 （県） 7-1 各務原市那加住吉町２丁目２９番２外 0.0 76,500
（とんかつさくら亭） ( -2.5 )

準工業 岐南 （県） 7-1 羽島郡岐南町徳田西３丁目２７番外 0.0 59,000
（(株)トミダユニティー岐阜支店） ( -3.4 )

準工業 岐南 （県） 7-2 羽島郡岐南町伏屋５丁目９４番外 0.0 59,700
（(株)野々山商店 岐阜営業所） ( -4.0 )

工業 高山 （県） 9-2 高山市松之木町１０４０番３８外 0.0 24,300
（㈱日枝建設 松之木作業所） ( 0.0 )

工業 中津川 （県） 9-１ 中津川市駒場町９２８番７ 0.0 32,900
（㈱ハラモク） ( -2.9 )

工業 瑞浪 （県） 9-１ 瑞浪市山田町字芝添２２６番１外 0.0 21,500
（㈱アサヒグラフィックス第二工場）( － )

工業 郡上 （県） 9-１ 郡上市白鳥町大島字中ノ棚２８７０番１外 0.0 9,200
（東海鋼管㈱岐阜第２工場） ( 0.0 )

工業 垂井 （県） 9-1 不破郡垂井町字中野６３０番１外 0.0 23,600
（日本板硝子㈱垂井事業所） ( -2.9 )

工業 神戸 （県） 9-1 安八郡神戸町大字末守字長池３６９番８外 0.0 26,200
（コダマ樹脂工業㈱） ( -3.0 )

工業 輪之内 （県） 9-１ 安八郡輪之内町下大榑字川原１５７番１外 0.0 16,400
（エフピコ物流㈱ 中部配送センター） ( -2.4 )

工業 大野 （県） 9-１ 揖斐郡大野町大字小衣斐字折口３１２番１外 0.0 19,200
（イノアックエストラマー㈱ 大野工場） ( -1.5 )

工業 池田 （県） 9-１ 揖斐郡池田町白鳥字高野６７番４外 0.0 17,200
（㈱岐阜セラック製造所池田白鳥工場） ( -2.3 )

工業 坂祝 （県） 9-１ 加茂郡坂祝町深萱字大金屑１１８７番１５外 0.0 17,800
（シーシーアイ㈱坂祝工場） ( -0.6 )

工業 八百津 （県） 9-１ 加茂郡八百津町野上字筑後１５４２番１５外 0.0 10,100
（東レＡＣＥ㈱） ( -1.0 )


