
■別府市「大観山町」、閑静な住宅地 ■広々８ＬＤＫ＋ＷＩＣ（約84坪）
■大家族にも向く「セキスイハイム」 ■南西角地、開放感あり
■２階の広々ベランダより別府湾、扇山が一望 ■温泉付住宅
■日当り良好 ■別府市の観光名所「湯けむり展望台」まで150ｍ
　　　　　　　　　　　  ■別府八湯「鉄輪温泉街」まで1.3ｋｍ

●土地面積／495.62㎡（149.92坪）
●建物面積／278.05㎡（84.11坪）
●間取／8LDK＋WIC2室
●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建
●築年月／平成2年3月
●駐車場／ 2～3台可　●引渡日／相談
●交通／貴船城入口バス停徒歩9分
●備考／南側6.0ｍ、西側6.0ｍの
　　　　市道に接道

大観山町

（仲介）

お庭も広く、きれいに手入れされています！

3,880万円

800万円

⑩売土地

⑨売土地
　　 　 （古家付）

⑧売土地 小倉1組 980万円中須賀元町

⑤売戸建 ⑥売戸建

1,100万円上人西 2,700万円⑫売土地 竹の内

1,400万円①別荘・住居 湯布院町川北

1,200万円④売戸建 日出町三ノ丸

1,200万円③宿舎 杵築市猪尾

1,700万円⑪売土地 西野口町
■「別府市西野口町」生活便利な住環境
■広々敷地約81坪 2世帯住宅も可能 ■「別府公園」まで250m 
■「ローソン西野口店」まで徒歩2分（100m』
■「別府市役所」まで400ｍ■「ドラッグモリ上野口店」まで350ｍ 
　　　　　　　　　　　■「JR別府駅」まで800ｍ

●住所／別府市西野口町14番6号
●土地面積／269.61㎡（81.56坪）
●建ぺい率／80%　●容積率／300%
●地目／宅地
●用途地域／近隣商業
●交通／西野口バス停徒歩3分
●備考／北側5.3mの市道に接道 （仲介）

平成19年築

3,500万円

（仲介）

■閑静な緑いっぱいの住環境 ■温泉付 平成19年築、きれいです
■瀟洒でモダンな洋風住宅 ■扇山、鉄輪地区を望むロケーション良好
■オール電化、バリアフリー仕様、広々ベランダあり
■「新別府病院」まで50０ｍ ■「コープ別府店」まで55０ｍ
■「実相寺ゴルフセンター」まで５5０ｍ ●土地面積／360.56㎡（109.07坪）

●建物面積／113.44㎡（34.32坪）
●間取／2LDK
●構造／木造合金メッキ鋼板葺2階建
●築年月／平成19年10月
●駐車場／2～3台可 ●引渡日／相談
●交通／原バス停徒歩5分
●備考／東側6.0m、西側5.0mの
　　　　市道に接道温泉付

温泉付

温泉付

温泉付

鶴見9組
（ルミエールの丘）

680万円⑦鉄輪バーデンハウス

（仲介）

鉄輪

●専有面積／76.51㎡（23.14坪）
●バルコニー／10.61㎡（3.20坪）
●間取／2LDK　●築年月／昭和57年10月
●構造／SRC造陸屋根地下1階付11階建2階部分
●駐車場／3,000円/月
●交通／鉄輪バス停徒歩1分 ●引渡日／相談
●管理費／47,400円/月
●修繕積立金／15,000円/月

■健康型温泉付リゾートマンション「鉄輪バーデンハウス」
■充実した設備と24時間対応の安心サポート ■ゆったり広めの２ＬＤＫタイプ
■レストラン、温泉プール、トレーニングルーム等有
■「セブンイレブン別府鉄輪店」まで230ｍ ■「大分銀行鉄輪支店」まで420ｍ
　　　　　　　　　 ■「別府市役所朝日出張所」まで340ｍ2LDKタイプ

■県道沿いの住宅・店舗用地 ■生活便良好！
■「上人小学校」まで170ｍ ■「黒木記念病院」まで790ｍ
■「ドラッグコスモス平田店」まで680ｍ
■「マルショク大学通り店」まで270ｍ
　　　　　　　　　　  ■「ローソン上人中町店」まで150m

●住所／別府市上人西13組
●土地面積／165.28㎡（50.00坪）
●建ぺい率／80%　●容積率／300%
●地目／宅地　●用途地域／近隣商業
●交通／上人小学校バス停徒歩2分
●備考／東側約6.0m県道に接道
　　　　南側約2.9m市道に接道 （仲介）上人小学校近く

②住宅＋店舗

（仲介）

山の手町
（山水苑） 2,300万円

■閑静な、趣のある街並み、「温泉付き」住宅
■1F店舗は盛業中（賃料100,000円/月額）あり
■「明豊キャンパス」まで150ｍ■「別府ビーコンプラザ」まで300ｍ
■「明林堂書店」まで10ｍ■「別府山の手ライフガーデン」まで200ｍ

●土地面積／216.08㎡(65.36坪)
●建物面積／163.73㎡(49.52坪)
●間取／5ＤＫ+店舗
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和60年3月 
●交通／明豊キャンパス前バス停徒歩2分
●備考／東側5.0ｍの市道に接道
※温泉名義変更料別途194,000円必要
※温泉使用料9,720円/月

■朝霧と温泉の街「湯布院」 ■平成9年築、建物綺麗です
■セキスイハイムの家■「温泉付」住居、別荘分譲地「合歓（ネム）の郷」
■山々や草原を望むロケーション良好 ■現地より「由布岳」も望めます

●土地面積／288.89㎡（87.38坪）
●建物面積／145.91㎡（44.13坪）
●間取／4LDK＋WIC2室
●構造／軽量S造セメント瓦葺2階建
●築年月／平成9年3月 　●駐車場／有　
●引渡日／相談 ●交通／JR南由布駅約4.3km
●備考／東南側6.0mの私道（開発道路）に接道
※管理費・温泉・水道使用料
　別荘使用（年間約187,000円）
　定住使用（年間約191,400円）温泉付 （仲介）

■杵築の幹線沿い、宿舎、事務所、自宅にも適す■「サンリブ杵築」まで1350m
■市内中心部まで車で3分の好立地■「杵築小学校」まで1900m
■「ドラッグストアモリ杵築店」まで1200m ■「ローソン、コインランドリー」まで100m

●土地面積／196.12㎡（59.33坪）
●建物面積／373.92㎡（113.11坪）
●間取／10室・食堂・住居
●構造／S亜鉛メッキ鋼板葺4階建
●築年月／平成7年9月 　
●駐車場／4～5台　
●引渡日／相談 
●交通／錦江橋バス停徒歩6分
●備考／南側幅員約30m公道に接道温泉付 （仲介）

■「日出町三ノ丸」静かな住環境です■「城下町」の風情が漂う、閑静な街並み
■現地より「日出港」を望む高台です■「町立日出中学校」まで250m
■「国重要文化財 日出的山荘」まで150m ■「大分銀行 日出支店」まで400m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　■「日出町役場」まで500m

●土地面積／249.97㎡（75.62坪）
●建物面積／94.33㎡（28.53坪）
●間取／6LDK
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和55年1月 　
●駐車場／1台（増設可） ●引渡日／相談 
●交通／八幡神社前バス停徒歩4分
●備考／北側幅員5.0m町道に接道 （仲介）

温泉可

温泉可

■静かな住宅環境 ■広々敷地約127坪 ■「温泉」引湯可能
■ロケーションも望めます■「セカンドハウス」 用地としても向く
■「スーパーセンタートライアル別府店」まで200ｍ
■「セブンイレブン竹の内店」まで300ｍ■「大分自動車道別府IC」まで1.4kｍ

●住所／別府市小倉1組-1
●土地面積／423.00㎡（127.96坪）
●建ぺい率／40%　●容積率／200%
●地目／宅地、山林
●用途地域／第1種中高層住居
●交通／ゴルフ場入口バス停徒歩7分
●備考／南東側、北東側4.0mの位置
　　　　指定道路に接道 （仲介）

■南面道路で日当たり良好、角地、建物有■「春木川小学校」まで850ｍ
■「マルショク大学通り店」まで640ｍ■「別府上人郵便局」まで570ｍ
■「セブンイレブン別府大学前店」まで700ｍ
■「大分銀行大学通支店」まで670ｍ

●住所／別府市中須賀元町
●土地面積／251.81㎡（76.17坪）
●建ぺい率／60%　●容積率／200%
●地目／宅地　●用途地域／第一種中高層
●交通／中須賀バス停徒歩3分
●備考／南側約5.2m、西側約2.8m公道に接道
※建物：RC3階建（245.09㎡）
　昭和44年1月築 （仲介）

■別府市「竹の内」静かな住宅地■広々敷地約５８７坪ロケーションも良好です
■開発分譲、老人施設、保育園用地などに向く
■「ドラッグコスモス大畑店」まで550ｍ■「ローソン坊主地獄前店」まで470ｍ
■「市立大平山小学校」まで950ｍ

●住所／別府市竹の内2組-1
●土地面積／1,941.00㎡（587.15坪）
●建ぺい率／60%　●容積率／200%
●地目／宅地、田、雑種地　
●用途地域／1種住居、1種中高層
●交通／鶴見ヶ丘団地東口バス停徒歩1分
●備考／西北側6.4mの市道に間口約12,0m
　　　　（水路専用部分含む）接道 （仲介）

☎0977-23-3000相談無料 秘密厳守

不動産中央センターの売却活動の一例
新聞広告刷込み掲載(大分合同・読売・朝日・毎日)・新聞折込みチラシ掲載(大分合同・
読売・朝日・毎日)・インターネット掲載(ホームページ・アットホーム・ヤフー不動産
等）・オープンハウス・ポスティング活動・月刊情報誌・「ホームナビ」・「イーヤン」掲載

まずはお電話ください。

現在の相場価格をお知りになりたいだけでもお任せください。

当社が買い取りをしました　　　 の一部です

当社が直接買い取りますので、「周囲に知られることなく」お取り引きができます。
築年数・室内状況（家具・荷物等そのまま）を問いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。

・別府市秋葉町

・別府市春木

・別府市新港町

・別府市石垣東

・別府市中須賀東町

・別府市西野口

・別府市野口中町

・別府市亀川浜田町

・別府市田の湯町

・別府市扇山

・別府市上野口町

・別府市駅前本町

・別府市扇山

・別府市緑丘

・別府市上人ヶ浜町

マンション

中古住宅

中古住宅

マンション

マンション

マンション

マンション

中古住宅

マンション

中古住宅

マンション

マンション

マンション

中古住宅

マンション

センチュリーハイツ日名子 8階部分

昭和45年12月築

昭和52年11月築

VARC別府オームズ 6階部分

シーサイドヴィラ春木B 7階部分

サンリラ西野口 4階部分

別府ダイカンプラザ 5階部分

昭和29年築

別府ステーションハイツ 2階部分

昭和39年5月築

リベラル青山 4階部分

パレ・ドール別府Ⅱ 4階部分

広美マンションC 2階部分

昭和60年3月築

シーサイド上人 10階部分

求ム！！
空き家

空き家・マンションの 買い取り をしています
実例

コ ー ナ ー
の

まりこ

みえ
と あなたに会ってほしい文化びと

別府～湯布院を歩きまわって紹介します。

ギャラリー嶋屋
代表　和田 清さん

血液型／B型
星座／おひつじ座
干支／とり
好きな画家／モジリヤーニ

絵画、陶芸、写真、布花などジャンルを
問わず、芸術家の皆さんの発表の場と
して平成30年6月にオープンしました。
今では作品を通して多くの人の輪が
広がって行くことに喜びを感じています。
お気軽にお立ち寄りください。　　　

絵画教室

「うららの会」も主催
「火・木・土の午後」です

コーヒーの香りと

笑い声が響いています。 〒874-0946
別府市松原町7-4
電話 0977(26)2066

至亀川 至大分

10号線

松原公園

六盛●
★ココ

10月号
掲載物件は9月25日時点の情報です。
売却済み・予約入りの場合はご了承下さい。

※この物件は、月刊不動産情報誌ホームナビ大分に掲載中です！　ホームナビ大分は書店・コンビニにて発売中です！(100円)

（社）大分県宅地建物取引業協会会員（社）全国宅地建物取引業捕縄協会会員 宅地建物取引業免許大分県知事（3）第2799号

広告有効期限／令和元年10月31日

株式
会社不動産中央センター
〒874-0934別府市駅前本町1番34号（駅前通り大分みらい信用金庫本店となり）

TEL.0977
23-3000

不動産中央センター 検 索毎日新情報を発信しています→ http:www.chuoh-center.com/
営業時間9：00～18：00
土・日・祝日も営業（定休なし）

不動産情報別府市・日出町別府市・日出町
湯布院・杵築市湯布院・杵築市


