
亀川 500万円

ペット可

800万円

⑩賃貸マンション

⑨賃貸マンション

⑤売土地 小倉1組

3.8万円石垣東

③売土地

5.8万円 5.0万円⑫賃貸戸建 亀川四の湯4.5万円⑪賃貸戸建 春木西野口町

⑦売土地 1,100万円上人西 ⑧売土地 1,380万円明礬
■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
　　　　　　　　　　  ■「ローソン上人仲町店」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）

■別府八湯「明礬温泉街」の中心■いつでも入浴できる「温泉小屋」あり
■「湯の花」が湧き出る「天然温泉風呂」
■「別府インターコンチネンタルホテル」まで800m
■別府温泉名所「別府温泉ランド」まで930m

■ARC別府ホームズ ■温泉付き分譲マンション
■共同温泉・露天風呂・サウナ・ジムあり 24時間管理人常駐
■別府湾や高崎山を望む眺望良好 ■駐車場1台無料
■室内シャワールームあり ■室内は大変きれいです

（仲介） （仲介）上人小学校近く

（仲介）

330万円
■日当たり良好！■生活便利な地域です！
■住んでもよし、貸してもよし！
■「新別府病院」まで50ｍ ■「コープ別府店」まで200ｍ
■レストラン「ジョイフル別府鶴見店」まで80ｍ

温泉可

温泉付温泉源あり

温泉権付

温泉引湯可

■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
　温泉名義変更料・温泉使用料別途必要

●住所／別府市明礬1組
●土地面積／816.04㎡（246.85坪）
●建ぺい率／80%　●容積率／240%
●地目／宅地、鉱泉地
●用途地域／商業
●交通／地蔵湯バス停徒歩1分
●備考／南側3.1m、北側3.8mの市道（2項道路）に接道
　飛び地 山林340㎡あり

●間取／1K
●共益費／無
●敷金／無　
●礼金／1ヶ月
●構造／SRC造14階建6階部分
●完成／平成3年11月
●交通／娘田バス停徒歩2分
●備考／賃貸保証会社加入要

■サンリラ西野口 ■東南角部屋で日当たり良好
■オール電化 ■共同温泉あり ■エアコン2台付
■駐車場1台付

（貸主） （貸主）温泉付 温泉付

●間取／3LDK
●共益費／2,000円
●敷金／無　●礼金／1ヶ月
●駐車場／1台分付（無料）
●構造／SRC造11階建3階部分
●完成／昭和62年11月
●交通／富士見9丁目バス停徒歩2分
●備考／賃貸保証会社加入要

■平成26年8月内外リフォーム済
■「マルショク鶴高通り店」まで450m
■「セブンイレブン別府石垣西店」まで徒歩3分
■2階にもトイレがあります■ペット相談可（小型犬1匹まで）

●間取／3LDK
●共益費／無
●敷金／1ヶ月　●礼金／1ヶ月
●駐車場／1台分付（無料）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●完成／昭和45年12月
●交通／北石垣バス停徒歩4分
●備考／賃貸保証会社加入要 （仲介）

■温泉付き平屋建て ■駐車場2台目有り（近隣）
■「四の湯」バス停まで徒歩4分
■「ジョイフル亀川店」まで287m
■「別府市役所亀川出張所」まで150m■「児玉病院」まで297m

●間取／3DK
●共益費／無 ●水道料／3,000円
●敷金／無　●礼金／1ヶ月
●駐車場／有（3,000円/月）
●構造／木造瓦葺2階建
●完成／昭和31年12月
●交通／四の湯バス停徒歩4分
●備考／賃貸保証会社加入要

（仲介）

590万円④売土地 小倉
■見晴らしの良い温泉権付宅地、別荘にも適す
■「トライアル別府店」まで1290ｍ■「セブンイレブン竹の内店」まで1170ｍ
■「インターヴィレッジさくら」まで1030ｍ
■「別府インターチェンジ」まで2300ｍ■「大平山小学校」まで2000ｍ

●住所／別府市小倉1組-2
●土地面積／569.00㎡（172.12坪）
●建ぺい率／40%　●容積率／80%
●地目／山林
●用途地域／第1種中高層
●交通／小倉バス停徒歩10分
●備考／南西側4.0m公道（1項2号道路）に接道

（仲介）

鶴見町①ひまわりマンション

●専有面積／42.26㎡(12.78坪)
●バルコニー／6.0㎡(1.81坪)
●間取／3DK ●築年月／昭和48年7月
●構造／RC造5階建2階部分
●駐車場／現在なし（抽選）
●交通／原バス停徒歩2分
●管理費／7,900円/月
●修繕積立金／管理費に含む

⑥売土地 1,050万円鶴見
■別府市「鶴見」静かな住宅地 ■日当り、ロケーション良好
■南西の角地、開放的で明るい土地
■「Ａコープ鶴見店」まで250ｍ ■「新別府病院」まで350ｍ
■「ジョイフル別府鶴見店」まで450ｍ

●住所／別府市鶴見4組-1
●土地面積／234.88㎡（71.05坪）
●建ぺい率／50%　●容積率／100%
●地目／宅地
●用途地域／第2種低層住居
●交通／原バス停徒歩5分
●備考／南側4.0m、西側4.0mの位置
　　　　指定道路に接道 （仲介）

南西角地土地127坪土地172坪

■日当たりのよい静かな住宅地、平坦地
■温泉引湯可、権利金別途
■「北部中学校」まで380ｍ ■「サンストア」まで1610ｍ
■「児玉病院」まで930ｍ■「亀川小学校」まで1500ｍ

●住所／別府市亀川中央町
●土地面積／155.71㎡（47.10坪）
●建ぺい率／40%　●容積率／80%
●地目／宅地
●用途地域／第1種低層住専
●交通／亀川中央町バス停徒歩9分
●備考／東側約4.2m公道に接道
　温泉権利金106万円、温泉使用料9,900円（仲介）

（オーナーチェンジ）

  （仲介）

●専有面積／38.49㎡(11.64坪)
●バルコニー／無
●間取／事務所(1R） ●築年月／平成3年3月
●構造／RC造8階建1階部分
●駐車場／14,000円（2台）
●交通／別府駅西口バス停徒歩4分
●管理費／3,800円/月
●修繕積立金／4,770円/月

■オーナーチェンジ、投資向けマンション■「JR別府駅」まで150mの好立地
■南面道路・日当たり良好、駐車場2台可
■年間家賃収入780,000円、表面利回り１４.１８%
■「マルミヤストア」まで450m■「ヤマダ電機」まで150m
　　　　　　　　　　 　　■「別府警察署」まで480m

野口元町②別府駅前ダイカンプラザ 550万円

☎0977-23-3000相談無料 秘密厳守

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。

当社が買い取りをさせて頂きました 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

ARC別府ホームズ 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

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。

布花作家

井 愛子さん
血液型／B型
星座／双子座
干支／うま
好きな言葉／思いは叶う

布花は生地を染色する事から
始まります。その工程の楽しさ
を多くの人に体験して頂きたく
て40年前から別府教室を催し
ています。毎回笑い声が絶えな
い教室です。

作品１つ１つに祖父の人柄がにじみでて笑顔に
なること〝まちがいなし〟です。
ぜひ見に来てください。サザンクロス　第1・3水曜日

北部地区公民館　第2・4火曜日
自宅教室　第1・3木・金・土曜日

サザンクロス　第1・3水曜日
北部地区公民館　第2・4火曜日
自宅教室　第1・3木・金・土曜日

空き家空き家空き家求む!! 求む!! 

〈教室案内〉〈教室案内〉

　別府市天満町6-16　別府市天満町6-16

TEL 090-8914-9248

 詫間夢鳳遺作展

 詫間 夢鳳

 詫間 あき菜さん

ウェディングブーケも
　造ります。

11月2日（土）～11月6日（木）
えきマチ1丁目別府コミュニティルーム

AM10：00～19：00

11月2日（土）～11月6日（木）
えきマチ1丁目別府コミュニティルーム

AM10：00～19：00

Takuma Muho

1930年、別府市生まれ。
元大分県水墨画協会会長。2018年没。

11月号
掲載物件は10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11月30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）

別府市別府市 不動産情報売買・賃貸


