
  （仲介）

完成しました

盛業中です

前面道路幅6m

●4台可P

780万円田の湯 古市町鶴見⑧売戸建

  （仲介）

1,480万円⑩売戸建

（仲介）

880万円扇山3組⑰売戸建

  （仲介）

450万円野口中町⑦売戸建

  （仲介）

700万円朝見⑥売戸建

  （仲介）

950万円⑮売戸建 新別府

1,000万円⑲売事務所

（仲介）

汐見町 2,980万円駅前本町⑳売民宿

  （仲介）

中島町⑱売店舗・住居

  （仲介）

1,350万円850万円扇山19組⑯売戸建

  （仲介）

⑨売戸建

  （仲介）

1,480万円

2,280万円②新築戸建 馬場

（仲介）

1,850万円③売戸建 新別府

（仲介）

1,100万円⑪売戸建

（仲介）

新別府 950万円⑬売戸建 北鉄輪

（仲介）

3,880万円⑫売戸建大観山町

（仲介）

970万円亀川中央⑭売戸建

  （仲介）

●土地面積／167.08㎡（50.54坪）
●建物面積／134.18㎡（40.59坪）
●間取／6DK＋納戸
●構造／木造スレート葺2階建
●築年月／昭和50年3月
●駐車場／1台　
●引渡日／相談
●交通／実相寺バス停徒歩5分
●備考／西側3.45mの市道（2項道路）に
　　　　接道

温泉可

■閑静な住宅地 ■生活便利な地域
■温泉引湯可能（権利金、工事費別途必要）
■「ドラッグストアコスモスやまなみ店」まで350ｍ

●土地面積／146.23㎡（44.23坪）
●建物面積／176.33㎡（53.33坪）
●間取／1階民宿、2階民宿
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／大正15年、昭和21年
●駐車場／無　
●引渡日／相談
●交通／別府タワー前バス停徒歩4分
●備考／東側5.6mの市道に接道

■平成30年11月オールリノベーション済
■「居抜き」物件、即営業可能
■「JR別府駅」まで380ｍ

温泉付

温泉付

温泉付

●土地面積／182.30㎡（55.15坪）
●建物面積／108.30㎡（32.76坪）
●間取／4LDK＋サンルーフ
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和54年7月
●駐車場／1台　
●引渡日／相談
●交通／平和記念塔入口バス停徒歩4分
●備考／東側4.3m、北側10mの市道に接道
※温泉名義変更料、温泉使用料別途必要

■生活も便利な地域です 温泉付住宅
■広々リビング約14帖あり
■「新別府病院」まで450ｍ

■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 日当たり良好
●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

■商業地域の事務所兼作業場、倉庫あり
■住宅利用可（リフォーム要す）
■「マックスバリュ別府店」まで930m
●土地面積／133.06㎡（40.25坪）
●建物面積／65.36㎡（19.77坪）
●間取／事務所、作業場等
●構造／木造平家建
●築年月／平成11年8月
●駐車場／ 有　
●引渡日／相談
●交通／港中央通りバス停徒歩4分
●備考／西側6.0ｍの公道に接道

温泉付

●土地面積／79.33㎡（24.00坪）
●建物面積／98.75㎡（29.87坪）
●間取／6DK
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年月／昭和41年5月
●駐車場／近隣あり（6,000円）　
●引渡日／相談
●交通／西野口バス停徒歩4分
●備考／西側2.0m市道に接道
※再建築不可

■建物は、広々間取りの6DK
■「ＪＲ別府駅」まで450ｍ 
■「マルショク富士見店」まで300ｍ 

●土地面積／112.48㎡（34.02坪）
●建物面積／87.77㎡（26.55坪）
●間取／3LDK
●構造／木造2階建
●築年月／令和元年8月
●駐車場／2台可　
●引渡日／相談
●交通／北中町南バス停徒歩2分
●備考／北側 公道に接道
※建築確認番号：30-045号

■生活便利 ■オール電化
■「セブンイレブン別府北中店」まで160ｍ
■「朝日小学校」まで360ｍ 

●土地面積／171.74㎡（51.95坪）
●建物面積／109.19㎡（33.03坪）
●間取／3LDK＋WIC
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／平成18年3月
●駐車場／2台可　
●引渡日／相談
●交通／新別府バス停徒歩4分
●備考／北側6.0mの市道に接道
※温泉名義変更料、温泉使用料別途必要

■平成18年築のきれいな住宅です
■「温泉付」石造りの浴槽です
■「ダイレックスやまなみ店」まで500ｍ 

●土地面積／31.43㎡（9.51坪）
●建物面積／59.09㎡（17.87坪）
●間取／3LDK
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年月／昭和49年11月
●駐車場／無　
●引渡日／相談
●交通／公会堂前バス停徒歩3分
●備考／西側5.6mの市道に接道
※増築部分あり（登記済）

■平成28年5月リフォーム済
（キッチン、フローリング、壁、天井のクロス張替え、外壁塗装）
■「マルミヤストア」まで130m

●土地面積／208.00㎡(62.92坪)
●建物面積／106.14㎡(32.1坪)
●間取／６ＤＫ
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和45年3月
●駐車場／1台（近隣にもあり）
●引渡日／相談
●交通／亀川新川バス停徒歩4分
●備考／東側3.5ｍの別府市道に接道
※建物は、2階増築部分（未登記）あり

■建物も広々、６ＤＫタイプです
■「市立亀川小学校」まで200ｍ
■「ローソン亀川店」まで200ｍ

●土地面積／152.26㎡（46.06坪）
●建物面積／94.75㎡（28.66坪）
●間取／3DK
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年月／平成5年10月
●駐車場／1台
●引渡日／相談
●交通／北鉄輪バス停徒歩6分
●備考／東北側4.6mの市道に接道

■別荘として利用されている為とてもキレイ
■広い浴室やお部屋より望む国東半島、
　別府湾のロケーションは爽快！

●土地面積／148.78㎡（45.01坪）
●建物面積／125.84㎡（38.06坪）
●間取／2DK＋店舗
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年月／平成12年4月
●駐車場／2~3台
●引渡日／相談
●交通／総合体育館入口バス停徒歩2分
●備考／北側約5.3m、西側約5.4mの
　　　　公道に接道

■生活便の良い、店舗併用住宅
■「マックスバリュ別府上原店」まで310m
■「別府総合体育館べっぷアリーナ」ま300m

●土地面積／254.00㎡（76.84坪）
●建物面積／106.49㎡（32.24坪）
●間取／5DK
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和49年12月
●駐車場／あり　
●引渡日／相談
●交通／新別府バス停徒歩3分
●備考／北側4.0mの市道に接道

■「温泉」も引き湯可能（権利金、工事代別途）
■広々敷地約76坪、離れの岩風呂浴室あり
■「新鮮市場 鶴見店」まで670ｍ

●土地面積／309.36㎡（93.58坪）
●建物面積／43.60㎡（13.18坪）
●間取／4DK
●構造／木造瓦葺平家建
●築年月／昭和46年7月
●駐車場／5~6台可能　
●引渡日／相談
●交通／朝見バス停徒歩6分
●備考／南側6.0m、西側3.9mの
　　　　市道に接道

■静かな住環境、住みやすい「平屋建」
■広々敷地約93坪、駐車場や菜園に利用可能
■南向き、日当たりも大変良い住宅です

温泉可

■建物程度良好
■「マルショク関の江店」まで290m
■「別府市公設地方卸売市場」まで1270m
●土地面積／234.53㎡(70.95坪)
●建物面積／131.32㎡(39.72坪)
●間取／5ＤＫ
●構造／木造スレート葺２階建
●築年月／平成5年3月
●駐車場／2台 　
●引渡日／相談
●交通／北新田APU入口バス停徒歩2分
●備考／北側6ｍ・西側6ｍ・
　　　　東側6ｍ公道に接道

2,550万円①新築戸建 新別府

（仲介）

１、７８0万円⑤売戸建 荘園

（仲介）

980万円④売戸建 スパランド豊海

（仲介）

●土地面積／158.76㎡（48.02坪）
●建物面積／111.78㎡（33.81坪）
●間取／4LDK  ●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／令和2年3月
●駐車場／4台可（並列）  ●引渡日／相談
●交通／別府総合庁舎前バス停徒歩7分
●備考／北側約6m公道、東側約4m私道に接道
※エコキュート

■駐車４台可（並列）角地 ■オール電化
■エアコン、照明、カーテン、宅配ボックス付
■「ドラッグコスモスやまなみ店」まで270ｍ 

●土地面積／201.54㎡（60.97坪）
●建物面積／94.76㎡（28.86坪）
●間取／4LDK＋納戸
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年月／平成4年7月
●駐車場／2台
●引渡日／相談
●交通／荘園郵便局前バス停徒歩1分
●備考／北側9m市道に接道

■平成4年築、内部はきれいに使用しています
■トイレ、浴室、キッチン、洗面新品（平成27年6月）
■「九州大学別府病院」まで200ｍ 

●土地面積／172.32㎡（52.13坪）
●建物面積／112.65㎡（34.07坪）
●間取／5DK
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／平成10年3月
●駐車場／1台
●引渡日／相談
●交通／豊海公園前バス停徒歩2分
●備考／西側約5.8m公道に接道
※温泉名義変更料、温泉使用料別途必要

■温泉付戸建、程度良好
■「とんぼの湯」まで440ｍ 
■「サンストア」まで2200ｍ 

温泉付

●土地面積／167.00㎡(50.51坪)
●建物面積／81.45㎡(24.63坪)
●間取／４ＤＫ
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和52年7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2分
●備考／東側4.3ｍの別府市道に接道

■外壁、瓦、吹き替え済（平成28年10月）
■2階から、眺望も望めます！
■「市立鶴見小学校」まで230ｍ

温泉引湯可

●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

■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 

オープンハウス開催します
詳しくは当社ホームページまで！

予約入

不動産情報多数掲載！

※掲載物件は2月25日時点の情報です。
　予約入り、成約済の場合はご了承下さい。

不動産情報

広告有効期限／令和2年3月31日

1,000万円
（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保証協会会員 宅地建物取引業免許大分県知事（3）第2799号

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（別府駅前通り大分みらい信用金庫本店となり）

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/

TEL.（0977）
23-3000
営業時間9：00～18：00
土・日・祝日も営業

不動産情報が
盛りだくさん！

スマホからアクセス！

※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)

3月号別 府 市 内別 府 市 内


