
⑤センチュリーハイツ日名子 秋葉町

●専有面積／75.19㎡(22.74坪)
●バルコニー／18.07㎡(5.47坪)
●間取／4LDK ●築年月／昭和63年3月
●構造／SRC造14階建8階部分
●駐車場／6,500円/月
●交通／流川5丁目バス停徒歩2分
●管理費／9,600円/月 ●修繕積立金／5,600円/月
※自治会費 450円/月（任意）
※水道料（2ヶ月毎徴収）

1,450万円

（売主）

1,350万円⑬売戸建

（仲介）

●土地面積／371.52㎡（112.38坪）
●建物面積／225.82㎡（68.31坪）
●間取／借家＝3K＋3DK・居宅＝5DK
●構造／2棟とも木造瓦葺2階建 
●築年月／借家＝昭和59年12月・居宅＝昭和51年10月
●駐車場／4台空あり ●交通／霊泉寺バス停徒歩5分
●備考／西側5.0m別府市道に接道
※温泉使用料2棟各／10,000円/月
※温泉名義変更料別途必要

①別府ロイヤルハイツ

（仲介）

●専有面積／67.34㎡(20.37坪)
●バルコニー／有　●間取／3DK
●築年月／昭和54年12月
●構造／RC造8階建4階部分
●駐車場／近隣6,000円
●交通／別府駅西口バス停徒歩4分
●管理費／10,000円/月（修繕積立金含む）
※水道代2ヶ月毎実費精算
※区費400円

1,748万円石垣東⑦ロフティ南石垣公園

野田
（仲介）

■別府駅まで徒歩7分の好立地■生活便・日当り・眺望良好■ペット可
■南西角部屋■共同温泉あり（24時間）、安心の管理人常駐
■「マルショク流川店」まで150m■「南小学校」まで690m
■「ゆめタウン別府」まで540m■「中村病院」まで110m

●専有面積／80.77㎡(24.43坪)
●バルコニー／18.00㎡(5.45坪)
●間取／4LDK ●築年月／平成17年12月
●構造／RC造13階建11階部分
●駐車場／無
●交通／別府幸橋バス停徒歩5分
●管理費／9,500円/月
●修繕積立金／4,300円/月
※自治会費 300円/月

■11階部分、日当り眺望良好、1階共同温泉
■生活便良好、ペット相談可■「境川小学校」まで700m
■「ダイレックス別府幸町店」まで700m■「大分銀行別府支店」まで850m
■「HIヒロセ別府店」まで450m■「マルショク餅ヶ浜店」まで570m

小倉

●専有面積／78.87㎡(23.86坪)
●バルコニー／31.59㎡(9.56坪)
●間取／2LDK ●築年月／平成13年6月
●構造／SRC造14階建4階部分
●駐車場／6,000円/月（2台目相談可・近隣6,000円/月（要確認））
●交通／観海寺橋バス停徒歩2分
●管理費／5,700円/月
●修繕積立金／6,400円/月
※自治会費 500円/月（任意）

■鶴見岳、別府湾、市街地一望のロケーション■室内程度良好
■全戸温泉付、展望温泉大浴場（14階）■角部屋■ペット可
■静かな環境、セカンドハウスにも適す■広いリビング・バルコニー
■「トキハインダストリー鶴見園店」まで700m■「スギノイパレス・アクアビート」まで500m

（仲介）

1,450万円 2,400万円⑭売戸建 ⑮売戸建
■閑静な住宅地■「温泉付」居宅と借家■収益物件としても向く
■住みながら家賃収入101,000円（月額）あり
■「トキハインダストリー鶴見園店」まで250m
■「南立石小学校」まで500m■「南立石公園」まで350m

（仲介）

■温泉付マンション、南向き日当り良好
■「ドラッグコスモス別府石垣店」まで200m■「石垣小学校」まで790m
■「マックスバリュ別府店」まで620m■「別府郵便局」まで710m
■「厚生鶴見病院」まで1130m■「南石垣公園」まで450m

（仲介）

●専有面積／80.19㎡(24.26坪)
●バルコニー／12.55㎡(3.80坪)
●間取／4LDK ●築年月／平成4年7月
●構造／SRC造11階建4階部分
●駐車場／5,000円/月（2台目相談可）
●交通／吉弘神社バス停徒歩6分
●管理費／8,000円/月
●修繕積立金／7,000円/月
※温泉使用料／3,000円/月

■平成29年3月 室内全面リフォーム済
■13階展望温泉大浴場（サウナ付）、ペット相談可、日当り良好
■「マックスバリュ別府店」まで350m■「別府郵便局」まで360m
■「南石垣公園」まで100m■「大分銀行石垣支店」まで430m

●専有面積／84.25㎡(25.49坪)
●バルコニー／11.33㎡(3.43坪)
●間取／4LDK ●築年月／平成11年2月
●構造／SRC造13階建3階部分
●駐車場／8,000円/月
●交通／餅ヶ浜バス停徒歩3分
●管理費／7,800円/月
●修繕積立金／9,090円/月
※自治会費／300円/月

■生活便良好、南西角部屋、日当り良好■各戸温泉付、展望温泉あり
■ペット相談可■平成26年一部リフォーム（クロス・畳・ハウスクリーニング等）
■「朝日小学校」まで410m■「ドラッグストアモリ鶴見店」まで100m
■「大分銀行鉄輪支店」まで720m■「別府市役所朝日出張所」まで800m

●専有面積／84.61㎡(25.59坪)
●バルコニー／25.11㎡(7.60坪)
●間取／4LDK ●築年月／平成15年11月
●構造／RC造11階建6階部分
●駐車場／6,200円/月
●交通／新別府口バス停徒歩1分
●管理費／9,300円/月
●修繕積立金／7,800円/月
※自治会費／350円/月

③シーフロントビラ別府

■静かな住環境、生活便利■築浅住宅（平成20年9月築）大変きれいです
■駐車場3台可能■珪藻土と無垢材を使用した自然素材住宅
■「温泉付」住宅駐車場3台可！■「鶴見小学校」まで150m
■「マルショク鶴見店」まで570m■「大分銀行鶴見支店」まで600m

（仲介）

●土地面積／309.87㎡（93.74坪）
●建物面積／122.73㎡（37.12坪）
●間取／5DK＋納戸
●構造／木造瓦葺2階建 
●築年月／平成20年9月
●駐車場／3台可
●交通／館石団地バス停徒歩3分
●備考／西側4.4m公道に接道
※温泉名義変更料、温泉使用料別途必要

■「日本の棚田百選」に選ばれた地域内■美しい田園風景が眺望できます
■純和風造りの「平家建」住宅（約64帖）■住宅・別荘や「割烹食事処」にも向く
■広々敷地、庭園、菜園、果樹園など 趣味を生かして、土地を
　活用してみませんか？ ●土地面積／4,587.11㎡（1,387.60坪）

●建物面積／212.89㎡（64.40坪）
●間取／4LDK＋2DK ●構造／木造瓦葺平家建 
●築年月／平成9年10月 ●駐車場／多数あり
●交通／内成公民館バス停徒歩3分
●備考／南側10m、東側約2.5m市道に接道
※平成２８年１０月、増築部分63.17㎡あり
※平成9年１０月 既存建物全面改修済
　内部・外部とも（平成28年10月）
※約20坪の事務所あり、近隣飛地861㎡あり

（仲介）

（仲介）

2,280万円⑪新築戸建 新別府

●土地面積／111.60㎡（33.76坪）
●建物面積／測量中 ●間取／2DK
●構造／木造瓦葺平屋建
●築年月／平成8年 ●駐車場／1台（小型）
●交通／田の口バス停徒歩4分
●備考／東、南側2.7～3.5mの市道
　　　　（２項道路）に接道
　　　　前面道路は42条2項道路に
　　　　つきセットバックを要す

■静かな住環境■住んでもよし、貸してもよし！
■住みやすい「平屋建」住宅■「南小学校」まで350m
■「マルショク浜脇店」まで430m■「泉都ピア浜脇」まで750m

1,980万円石垣東

鶴見園

⑩

●土地面積／491.27㎡（148.61坪）
●建物面積／100.28㎡（30.33坪）
●間取／4LDK ●築年月／平成5年3月
●構造／木造スレート葺2階建
●駐車場／2～3台
●交通／北鉄輪バス停徒歩4分
●備考／東、南側市道、西側位置
　　　　指定道路に接道

250万円⑫売戸建

（仲介）

浦田
■大通りから少し離れていますのでとても静かです
■別府湾、国東半島を望むロケーション良好
■広々敷地約148坪 菜園なども楽しめます！■平成5年築
■南・東・西の3方角地 開放感あり■駐車場2～3台
■近くには別府八湯「鉄輪温泉」（1km）「柴石温泉」（1.1km）があります

●専有面積／88.36㎡(26.73坪)
●バルコニー／36.03㎡(10.90坪)
●間取／4LDK ●築年月／平成3年4月
●構造／SRC造11階建4階部分
●駐車場／1台有（管理費500円/月）
●交通／新港町バス停徒歩1分
●管理費／22,500円/月 ●修繕積立金／9,770円/月
※温泉使用料 1人1,500円/月
　2人以上2,500円/月

1,650万円秋葉町⑥センチュリーハイツ日名子

  （仲介）

■生活便利な住環境、最上階展望温泉あり■東南角部屋
■綺麗な室内■「マックスバリュ別府店」まで320m
■「別府郵便局」まで４２0m■「明林堂書店」まで1２0m
■「HIヒロセ別府店」まで７４0m■「別府中央小学校」まで1300m

1,880万円馬場⑧ロフティ別府鶴見

（仲介）

（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／平成2９年9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

代表取締役 高 山  和 夫

・佐伯市宇目出身　55才
・宅地建物取引主任者、不動産歴28年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）

私が責任を持って
お世話をさせて頂きます。

広告物件を募集しています広告物件を募集しています広告物件を募集しています
現在、不動産をお探しのお客様が
多くご紹介できる物件が非常に不
足しています。お手持ちの不動産を
「売ろうか」「貸そうか」とお考えの
方がいらっしゃいましたらお気軽
にご連絡下さい。私たちが全力で
サポートを致します。

温泉付

温泉付

温泉付

温泉付

■閑静な住宅地■日当り、別府湾を望むロケーション良好
■温泉付（御影石風呂）住宅■広々リビング、ダイニング約16帖
■建物は外部、内部ともに大変きれいです
■平成14年5月 カーポート、キッチン、浴室 改修工事実施
■「別府八湯、鉄輪温泉街」まで850m

●土地面積／261.94㎡（79.23坪）
●建物面積／148.64㎡（44.96坪）
●間取／5DK＋納戸 ●構造／木造2階建 
●築年月／平成10年1月 ●駐車場／2台
●交通／貴船バス停徒歩4分
●備考／東側6.0m市道に接道
※温泉使用料／10,800円/月
※温泉名義変更料別途必要

温泉付

1,280万円④アーバン鶴見 石垣東

温泉付

■11階部分、別府湾の眺望良好■生活便良好、駐車場あり
■「マックスバリュ別府店」まで250m■「別府中央小学校」まで1,000m
■「マルショク餅ヶ浜店」まで400m
■「別府郵便局」まで230m■「餅ヶ浜海浜公園」まで50m

（仲介）

●専有面積／69.88㎡（21.14坪）
●バルコニー／9.45㎡（2.86坪）
●間取／4LDK ●築年月／昭和63年2月
●構造／SRC造13階建11階部分
●駐車場／6,000円/月（2年毎順番制）
●交通／別府郵便局前バス停徒歩3分
●管理費／7,000円/月 ●修繕積立金／2,210円/月
※東向き・ハウスクリーニング済
※町内会費 300円/月

温泉付

温泉付

●専有面積／71.08㎡(21.50坪)
●バルコニー／10.39㎡(3.14坪)
●間取／4LDK ●築年月／昭和63年3月
●構造／SRC造14階建14階部分
●駐車場／無（空待ち）
●交通／流川5丁目バス停徒歩2分
●管理費／8,500円/月 ●修繕積立金／5,300円/月
※自治会費 450円/月（任意）
※水道料（2ヶ月毎徴収）

■別府駅まで徒歩7分の好立地、生活便良好■14階角部屋につき日当り・眺望良好
■共同温泉あり（24時間）、安心の管理人常駐■ペット同居可
■「マルショク流川店」まで150m■「南小学校」まで690m
■「ゆめタウン別府」まで540m■「中村病院」まで110m

温泉付

ペット可

ペット可

温泉付

ペット相談可

観海寺 1,900万円⑨ロフティ別府観海寺

（仲介）

3,100万円 6,500万円⑯売戸建 大観山町
みはらし台

■旧国道に接する好立地■事務所、店舗、居宅として最適！■生活便利な住環境
■「JR亀川駅」まで400m■「亀川浜田温泉」まで250m
■「亀川小学校」まで5００m■「ローソン亀川店」まで7０m

（仲介）

●土地面積／57,81㎡（17.49坪）
●建物面積／138,28㎡（41.82坪）
●築年月／昭和57年3月
●構造／R造陸屋根3階建  ●駐車場／有（1階）
●交通／亀川新川バス停徒歩1分
●備考／西側県道約15mに接道
※1階:店舗・駐車場・空室、2階:居宅（2K・空室）、
　3階:賃貸中（賃料25,000円/月）

⑰売戸建 扇山 3,150万円

（仲介）

⑱住宅・事業用

（仲介）

●土地面積／662.94㎡（200.54坪）
●建物面積／295.02㎡（89.24坪）
●間取／2階建倉庫
●築年月／平成2年4月
●構造／鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建
●駐車場／十数台可
●交通／みょうばんクリニックバス停徒歩5分
●備考／北側4.4mの位置指定道路に接道

亀川浜田町 小倉内成 1,100万円⑳売倉庫
■ロケーション良好！■静かな住環境 広々敷地約200坪
■広々倉庫■「みょうばんクリニック」まで270m
■「別府リハビリセンター」まで6００m
■「別府温泉保養ランド」まで70０m

（仲介）

880万円⑲売ビル

（仲介）

●土地面積／198.99㎡（60.19坪）
●建物面積／105.14㎡（31.80坪）
●間取／4DK
●構造／木造セメント瓦2階建
●築年月／平成1年3月
●駐車場／1台（増設可能）
●交通／ベネフィットフォーユー前バス停徒歩2分
●備考／西側5.1mの別府市道に接道

■静かな住環境 ■駐車場3台増設可能
■別府湾、高崎山を望むロケーション良好
■「朝日中学校」まで450m ■「火男火売神社」まで400m
■「グッデイ別府店」まで600m

引湯可引湯可

■「JR別府駅」まで300m■生活・交通便利な立地条件
■北側に広々ルーフバルコニーあり■広々3DKタイプ
■角部屋で明るく開放的、ロケーション良好
■「ヤマダ電機」まで200m■「スーパーマルミヤ」まで400m

●土地面積／139.28㎡（42.13坪）
●建物面積／95.22㎡（28.80坪）
●間取／4LDK ●構造／木造2階建
●築年月／平成29年8月
●駐車場／4台可
●交通／森山バス停徒歩4分
●備考／北側6m公道に約14.8m接道
※建築確認番号：第H290146号

■生活便の良い閑静な住宅地、オール電化エコキュート
■4LDKタイプ、駐車４台可、家賃並みのお支払い
■「朝日小学校」まで８30m■「マルショクやまなみ店」まで７20m
■「セブンイレブン別府北中店」まで４00m■「ダイレックスやまなみ店」まで５０0m

温泉付

1,580万円新港町630万円野口中町

（キッチン・浴室、洗面台、壁、
床全室、照明、エアコン等）

フェスティオ別府
境川ビューサイド

750万円餅ヶ浜町②サンライズ若草

9月号不動産情報不動産情報別 府 市 内別 府 市 内 不動産情報多数掲載！

※掲載物件は8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。

※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)


