
170万円④売土地

⑫別府駅前ダイカンプラザ 野口元町

⑨売ビル 1,200万円駅前町⑦売土地 300万円 470万円
■「JR別府駅」より150mの好立地、生活便利
■事務所や、居宅としても向く■「マルミヤストアー」まで50ｍ
■「別府駅前通り」まで230ｍ■「別府警察署」まで270m
■「ヤマダ電機別府駅前店」まで300ｍ

●土地面積／27.29㎡（8.26坪）
●建物面積／51.78㎡（15.66坪）
●構造／鉄骨スレート葺3階建
●建ぺい率／80%　
●容積率／360%
●地目／宅地　●用途地域／商業
●交通／JR別府駅徒歩2分
●備考／北側約6.0m市道に接道 （仲介）

温泉可

温泉可

■高級住宅街の趣を漂わせる、気品のある街並み
■別府湾、高崎山を望むロケーション良好■温泉引湯可能（温泉権利金付）
■レストラン「ジョイフル鶴見店」まで470ｍ■「新別府病院」まで500ｍ
■「コープおおいた別府店」まで750ｍ

●住所／別府市鶴見町7組（ルミエールの丘N-46街区）
●土地面積／276.42㎡（83.61坪）
●建ぺい率／40%　●容積率／80%
●地目／宅地
●用途地域／第１種中高層住居専用地域
●交通／平和記念塔入口バス停徒歩3分
●備考／北西側5ｍの別府市道に接道
※建築協定あり、高さ制限10ｍ （仲介）

250万円⑤売土地関の江新町

500万円②売戸建 南立石

⑥売土地 250万円鶴見

450万円①売戸建大字浜脇 850万円③売戸建 扇山19組

■高級住宅街の趣を漂わせる、気品のある街並み
■鉄輪の「湯けむり」を望むロケーション良好
■温泉引湯可能（温泉権利金別途必要）■「新別府病院」まで530ｍ
■レストラン「ジョイフル鶴見店」まで400ｍ■「コープおおいた別府店」まで600ｍ

●住所／別府市鶴見町7組（ルミエールの丘N-77街区）
●土地面積／346.86㎡（104.92坪）
●建ぺい率／40%　●容積率／80%
●地目／宅地
●用途地域／第1種中高層
●交通／西法寺バス停徒歩5分
●備考／西北側6m、南東側5m市道に接道
※建築協定あり、高さ制限10ｍ （仲介）

■緑静かな自然に恵まれた住環境
■高台の閑静な住宅地、眺望、日当たり良好
■「コープ別府店」まで630ｍ■「新別府病院」まで610ｍ
■「緑丘小学校」まで1290ｍ■「実相寺中央公園」まで1290ｍ

●住所／別府市鶴見字角山2881番97
●土地面積／280.06㎡（84.72坪）
●建ぺい率／40%　
●容積率／200%
●地目／宅地
●用途地域／第1種中高層
●交通／平和記念塔入口バス停徒歩4分
●備考／北西側6m公道に約14m接道（仲介）

⑧売土地

⑩南風パーフェクトホテル 270万円内竃 550万円400万円鉄輪⑪鉄輪バーデンハウス

（仲介）

●専有面積／37.93㎡（11.47坪）
●バルコニー／6.09㎡（1.84坪）
●間取／1K　●築年月／昭和57年10月
●構造／SRC造陸屋根地下1階付11階建6階部分
●駐車場／3,000円/月
●交通／鉄輪バス停徒歩2分
●引渡日／相談
●管理費／27,600円/月
●修繕積立金／7,100円/月

■収益物件！ 表面利回り22.5%
■健康型温泉付リゾートマンション
■充実した設備と24時間対応の安心サポート
■温泉プール、トレーニングルーム等あり

温泉付

1Kタイプ

  （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

  （仲介）

●土地面積／87.16㎡（26.37坪）
●建物面積／68.98㎡（20.86坪）
●間取／3DK
●構造／木造瓦葺平家建
●築年月／昭和34年3月
●駐車場／1台
●引渡日／相談
●交通／東別府バス停徒歩7分
●備考／西北側6.0m市道に接道

■別府市「浜脇」静かな住環境 ■生活便利な住環境
■別府湾、国東半島を望むロケーション良好
■「ＪＲ東別府駅」まで470ｍ ■「マルショク浜脇店」まで830ｍ
■「浜脇記念病院」まで600ｍ ■「泉都ピア浜脇」まで800ｍ

  （仲介）

●土地面積／70.86㎡（21.44坪）
●建物面積／63.78㎡（19.29坪）
●間取／5DK
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和53年11月
●駐車場／1台　●引渡日／相談
●交通／中津留バス停徒歩3分
●備考／東側4.5m、北側5.0mの
　　　　市道に接道

■別府市「南立石」生活便利な環境 ■東、北の角地で開放的
■「ローソン南立石１区店」まで200ｍ ■「明林堂書店」まで530ｍ
■「トキハインダストリー鶴見園店」まで430ｍ
　　　　　　　　　　　　■「明豊キャンパス」まで370ｍ

  （仲介）

●土地面積／208.65㎡（63.12坪）
●建物面積／108.78㎡（32.90坪）
●間取／6DK
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和50年4月
●駐車場／1台可　
●引渡日／相談
●交通／扇山公民館前バス停徒歩7分
●備考／西側市道に接道

■別府市「扇山」、静かな住宅環境■6DKタイプ
■2階からのロケーションは良好！■「鶴見小学校」まで200m 
■「Aコープ別府店」まで700m ■「新別府病院」まで850m 
　　　　　　　　　　　　■「大分銀行鶴見支店」まで900m

鶴見町
ルミエールの丘

鶴見町
ルミエールの丘

Ⓐ
Ⓑ

■静かな開発された分譲地 ■別府湾を望むロケーション良好
■「マルショク関の江店」まで530ｍ 
■「市営関の江海水浴場」まで750ｍ ■「JR亀川駅」まで2km

●住所／別府市関の江新町3番
●土地面積／Ⓐ203.18㎡（61.46坪）
　　　　　　Ⓑ203.17㎡（61.45坪）
●建ぺい率／60%　
●容積率／150%
●地目／宅地
●用途地域／第2種低層住居
●交通／シーサイドタウン関の江入口バス停徒歩1分
●備考／東側9.7mの市道に接道（仲介）

  （仲介）

●専有面積／37.74㎡(11.42坪)
●バルコニー／有　　●間取／1LDK
●築年月／昭和46年5月
●構造／RC造6階建2階部分
●駐車場／無　　　　●引渡日／相談
●交通／内竃バス停徒歩1分
●管理費／7,000円/月
●修繕積立金／6,000円/月

■オーナーチェンジ、投資向けマンション
■年間家賃収入420,000円、表面利回り15.5％
■各戸温泉付、南向き日当り眺望良好
■「サンストア」まで230ｍ ■「大分銀行太陽の家支店」まで550ｍ
■「国立病院機構 別府医療センター」まで260ｍ
　　　　　　　　　　  ■「別府亀川郵便局」まで890ｍ

各戸温泉付

温泉引湯可

■日当たりのよい静かな住宅地、平坦地■「北部中学校」まで徒歩5分（390ｍ）
■亀川小学校区（小学校まで1500ｍ）にお住まいで子供を転校させたくないご家族におススメ
■ゆとりの駐車スペース（奥様安心）■「ローソン」まで徒歩８分（610ｍ）
■温泉引湯可、権利金別途（希望者のみ）●住所／別府市亀川中央町30組 

●土地面積／155.71㎡（47.1坪）
●建ぺい率／40%　●容積率／80%
●地目／宅地
●用途地域／第１種低層住居専用地域
●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
※温泉引湯可　権利金106万円別途
※温泉使用料 9,900円/月 （仲介）

亀川中央町 ☎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。

国際理解教室 主催
有川 誠一郎さん
血液型／A型　　星座／てんびん座
干支／とら
座右の銘／そんなの関係ねぇ

空き家空き家空き家求む!! 求む!! 

TEL 090-9484-6211〈有川〉
連絡先

2020.1.12（日）13:30～15:30
　　　　　　　　アフガニスタン
2020.2.9 （日）13:30～15:30
　　　　　　　　メキシコ系
　　　　　　　　アメリカ
　　　　　　　　世界

楽しいから
9年も続いているよ。

毎月別府市報に
案内が載ってるからみてね！

いっぱい
海外旅行に
行った気分です！

〈今後の予定〉西部地区公民館にて〈今後の予定〉西部地区公民館にて

　国際理解教室というと固い印象を受けます
が外国に興味ある方は誰でも参加できます。
　毎月対象国を決め、日本人講師による対象国の
詳細な説明に加え、対象国のゲストスピーカーを招
き「現地での生活状況」を披露してもらいます。
　爽やかな空気の中の質疑応答もあり、大変わか
りやすく海外旅行に行った気分になれる教室です。

ゲストスピーカー

教室にて

掲載物件は12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2年1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）

別府市別府市 1月号不動産情報不動産情報


