
1,300万円1,050万円 ⑭住宅＋店舗

（仲介）

駅前本町上人仲町

■全室南向きで日当たり良好■「別府市役所朝日出張所」まで520ｍ
■「朝日小学校」まで1050ｍ■「大分銀行鉄輪支店」まで550ｍ
■「ドラッグストアコスモス鶴見店」まで1020ｍ
■「グッディ別府店」まで470ｍ

⑮住宅＋店舗

⑯売土地

（仲介）

日当り良好

●住所／別府市青山町2番19号
●土地面積／80.14㎡（24.24坪）
●建ぺい率／80%
●容積率／400%
●地目／宅地
●用途地域／商業地域
●交通／流川1２丁目バス停徒歩3分
●備考／南側3.4～3.8ｍの市道（２項道路）に接道
※前面道路は２項道路の為、
　セットバックが必要

「マルショク大学通り」前

値下げしました！

②

■平成20年築の平家建、生活便良好、角地
■敷地はゆったり108坪、駐車は7台分有
■「西別府病院」まで290m■「ドラッグコスモス荘園店」まで280m
■「鶴見小学校」まで890m■「大分銀行鶴見支店」まで240m

●土地面積／359.03㎡（108.61坪）
●建物面積／108.30㎡（32.76坪）
●間取／2LDK
●構造／木造瓦葺平家建
●築年月／平成20年11月
●駐車場／7台分（並列） 
●交通／西別府病院下バス停徒歩1分
●備考／西側8m、北側5.3m公道に接道

（仲介）

南面道路

平成20年築

●専有面積／73.15㎡(22.13坪)
●バルコニー／10.72㎡(3.24坪)
●間取／3LDK  ●築年月／昭和63年3月
●構造／SRC造14階建4階部分
●駐車場／無
●交通／流川5丁目バス停徒歩2分
●管理費／8,600円/月 
●修繕積立金／5,100円/月
※水道料（2ヶ月毎徴収）

■JR別府駅まで徒歩7分の好立地、生活便良好
■北西の角部屋、程度良好、ペット同居可■「ゆめタウン別府」まで540m
■共同温泉有（24時間）、安心の管理人常駐■「中村病院」まで110m
■「マルショク流川店」まで150m■「南小学校」まで690m

900万円西野口町①サンリラ西野口

  （仲介）

●専有面積／62.48㎡(18.9坪)
●バルコニー／8.82㎡(2.67坪)
●間取／4DK●築年月／昭和62年11月
●構造／RC造11階建11階部分
●駐車場／1台
●交通／富士見9丁目バス停徒歩2分
●管理費／8,700円/月
●修繕積立金／5,000円/月
※エアコン2台、温泉使用料（管理費に含む）

■静かな住環境、市街地まで徒歩圏内の好立地
■「岩風呂温泉」付マンション■屋根付きの専用駐車場（所有権あり）
■最上階、別府湾や山々を望む眺望良好■「ＪＲ別府駅」まで730ｍ
■日当たり良好、安心のオール電化マンション■「別府公園」まで100ｍ

火売 1,380万円⑧売戸建

（仲介）

■閑静な住宅地■温泉引湯可能（権利金、工事費用別途必要）
■生活便利な住環境 オール電化(ｴｺｷｭｰﾄ)住宅
■「ダイレックスやまなみ店」まで600ｍ■「別府石垣病院」まで600ｍ
■「セブンイレブン別府北中店」まで530ｍ

温泉付

新別府 880万円⑥売戸建

（仲介）

1,000万円

⑰売土地 ⑱売土地 新別府

⑦売戸建

4,350万円2,300万円 ⑳売土地⑲売土地

1,480万円秋葉町

●土地面積／146.78㎡(44.4坪)
●建物面積／98.37㎡(29.75坪)
●間取／3LDK＋納戸  
●構造／木造スレート葺２階建
●築年月／平成14年２月
●駐車場／2台可能
●交通／原バス停徒歩3分
●備考／南側7.0ｍの別府市道に接道

■生活便利な住宅環境 ■南道路で、日当たりも良好
■平成14年築、内・外部共にきれいです
■「新別府病院」まで300ｍ■「コープ別府店」まで350ｍ
■「ジョイフル別府鶴見店」まで230ｍ

■生活便利な住環境■県道「亀川～別府線」に接する好立地
■売アパート 月額賃料42,000円（2世帯入居）
■「マルショク大学通り店」まで50ｍ■「大分銀行大学通支店」まで230ｍ
■「別府大学キャンパス」まで300ｍ

●土地面積／165.66㎡(50.11坪)
●建物面積／144㎡(43.56坪)
●間取／5世帯
●構造／木造セメント瓦亜鉛メッキ鋼板交葺2階建
●築年月／昭和42年12月
●駐車場／無
●交通／別府大学下バス停徒歩1分
●備考／西側5.0ｍ、北側4.5ｍの公道に接道
※アパート５世帯中２世帯使用中

1,780万円⑩売戸建鶴見2組

2,874万円⑪売戸建 山の手町
（山水苑）京町荘園

（仲介）

●土地面積／121.42㎡(36.72坪)
●46.37㎡(14.02坪)
●間取／2DK  ●構造／木造スレート葺平家建
●築年月／平成３０年３月
●駐車場／2台可能
●交通／生目神社前バス停徒歩2分
●備考／南側４．０ｍ市道に接道
※建築確認番号：第H２８１９２９号

■「南立石生目町」新築平家住宅！■日当たり良好、駐車場２台可能
■リモコンキー、シャッター雨戸、ウォシュレットトイレ
■「南立石公園」まで６５０ｍ■「南立石小学校」まで６５０ｍ
■「生目温泉」まで１００ｍ■「ローソン生目店」まで２００ｍ

1,370万円④新築戸建 南立石

（仲介）

●土地面積／170.66㎡(51.62坪)
●建物面積／不詳
●間取／貸家2世帯
●構造／木造瓦葺平家建
●築年月／不詳
●駐車場／無
●交通／京町バス停徒歩3分
●備考／南側4.1ｍの市道に
　　　　間口2ｍに接道

●土地面積／134.07㎡(40.55坪)
●建物面積／89.90㎡(27.19坪)
●間取／4DK
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和５４年４月
●駐車場／1台
●交通／森山バス停徒歩4分
●備考／北側６．４ｍの別府市道に接道
※公共下水道に接続可能

●土地面積／156.15㎡(47.23坪)
●建物面積／80.86㎡(24.46坪)
●間取／3LDK
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年月／平成8年11月
●駐車場／2台可
●交通／別府リハビリテーション前バス停徒歩5分
●備考／東側約4ｍ公道に接道

■静かな住環境「温泉付」中古住宅 ■生活便利な地域です
■リフォーム済（平成23年10月）（瓦、外壁塗装、クロス張り替え、温泉・水道管交換、
　 （平成24年10月）増築、キッチン新品、リビング改修、ウッドデッキ造作
■「新鮮市場鶴見店」まで330ｍ■「ダイレックスやまなみ店」まで770ｍ
■「朝日小学校」まで620ｍ

馬場 1,680万円⑨売戸建

（仲介）

●土地面積／212.61㎡(64.31坪)
●建物面積／90.36㎡(27.33坪)
●間取／2LDK ●構造／木造瓦葺２階建
●築年月／昭和53年1月
●駐車場／3台以上
●交通／馬場バス停徒歩1分
●備考／西側約4.1ｍ公道に間口約4ｍ接道
※別府市道路占有使用料130円/年※温泉使用料5,000円/月
※平成24年増築部分あり、約9.8㎡（未登記）

■生活便利な住環境■貸家２世帯賃料39,000円/月額あり
■「市立別府中央小学校」まで250ｍ■「別府中央病院」まで300ｍ
■「レストラン ジョイフル京町店」まで230ｍ■「北浜温泉 テルマス」まで300ｍ

860万円⑩売戸建 扇山19組

青山町

（仲介）

（仲介）

500万円

500万円 2,600万円⑫売貸家

（仲介）

■静かな住環境 ■人気の「平家建」住宅
■平成29年8月 室内きれいにリフォーム済み（クロス・障子・メンテナンス等）
■「大分銀行鶴見支店」まで630m ■「鶴見小学校」まで150m
■「西別府病院」まで800m ●土地面積／154.23㎡（46.65坪）

●建物面積／60.45㎡（18.29坪）
●間取／3DK
●構造／木造ルーフィング葺平家建
●築年月／昭和51年3月
●駐車場／1台（彫り込み）
●交通／扇山温泉下バス停徒歩7分
●備考／東側6m、北側5m公道に接道
※温泉引湯の場合は権利金・
　工事代が別途必要

■生活便利の良い商業地域です ■１Ｆ＝店舗、２Ｆ＝居宅
■「ＪＲ別府駅」まで380ｍ ■「トキハ別府店」まで300ｍ
■「ヤマダ電機 別府駅前店」まで330ｍ
■「大分みらい信用金庫本店」まで230ｍ

●土地面積／146.23㎡(44.23坪)
●建物面積／176.33㎡(53.33坪)
●間取／店舗、居宅  
●構造／木造瓦葺２階建
●築年月／大正15年、昭和21年
●駐車場／無
●交通／別府タワー前バス停徒歩4分
●備考／ 東側5.6ｍの別府市道に接道
※建物の新築年月日は、公課証明書による

■閑静な、趣のある街並み、「温泉付き」住宅
■1Ｆ店舗は盛業中、住宅部分＝空室（5DK）
■「別府山の手ライフガーデン」まで200ｍ■「明林堂書店」まで10ｍ
■「明豊キャンパス」まで150ｍ■「別府ビーコンプラザ」まで300ｍ

●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 ●駐車場／2台
●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194,400円必要　
※温泉使用料9,720円/月　
※店舗部分賃料100,000円/月

■静かな住環境　■日常の生活は、大変便利な地域
■「スーパードラッグセイムス」まで170ｍ
■「畑病院」まで210ｍ■「山の手小学校」まで420ｍ
■「別府アリーナ」まで470ｍ ●住所／別府市北鉄輪４組－３

●土地面積／262.36㎡(79.36坪)
●建ぺい率／60% ●容積率／200%
●地目／畑
●用途地域／第１種中高層住居専用地域
●交通／北鉄輪バス停徒歩3分
●備考／南側５．８ｍ、西側、北側２．５ｍの別府市道に接道
※西側、北側の別府市道は２項道路の為
　セットバックが必要です
※木造平屋建 建物５２．０６㎡（登記簿）有（仲介）

■静かな住宅環境 ■広々敷地 約７９坪 日当たり良好
■南、西、北の角地 開放的！ ■「北鉄輪温泉」まで２３０ｍ
■「別府観光名所 地獄めぐり」まで９００ｍ
■「別府八湯 鉄輪温泉街」まで７００ｍ ●住所／別府市新別府６組の１

●土地面積／223.48㎡（67.6坪）
●建ぺい率／60% 
●容積率／200%
●地目／宅地・雑種地
●用途地域／第１種中高層住居専用地域
●交通／市の原バス停徒歩2分
●備考／南側約５ｍ私道が２項道路に接道
※上水道は引込工事が必要です
※私道は持分３分の１、一部持分２分の１（仲介）

■閑静な住宅地、環境良好 ■「朝日小学校」まで１３５０ｍ
■「マルショクやまなみ店」まで１２５０ｍ■「ドラッグノザキやまなみ店」まで１１２０ｍ
■「ダイレックスやまなみ店」まで１０３０ｍ■「セブンイレブン別府北中店」まで９１０ｍ

●住所／別府市亀川四の湯町2番14号
●土地面積／176.06㎡（53.25坪）
●建物面積／130.19㎡（39.38坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年月／昭和42年12月
●建ぺい率／80% ●容積率／400%
●築年月／昭和48年3月
●地目／宅地 ●用途地域／商業地域
●交通／亀川中町バス停徒歩3分
●備考／西側7.0ｍ、北側7.0ｍの市道に接道（仲介）

■静かな住宅環境 ■「温泉」引湯済 ■生活便利な地域
■西・北の角地で開放的です！（道路も広々7.0ｍあり）
■「大分銀行 亀川支店」まで200ｍ ■「黒木記念病院」まで400ｍ
■家賃70,000円/月

●住所／別府市東荘園4丁目
●土地面積／330.00㎡（99.82坪）
●建ぺい率／40% 
●容積率／200%
●地目／宅地
●用途地域／第１種中高層住居専用地域
●交通／光の園前バス停徒歩4分
●備考／北側、別府市道6.0ｍに接道
※温泉引込みの場合は、
　権利金、工事費が別途必要 （仲介）

■閑静な住宅地です■前面道路広々6.0ｍ、日当たり良好
■生活便利な住環境 ■「フレッシュそのだ鶴見店」まで430ｍ
■「九州大学別府医療センター」まで750ｍ
■市立「緑丘小学校」まで420ｍ ●住所／別府市新別府7組-2

●土地面積／901.02㎡（272.55坪）
●建ぺい率／60% ●容積率／200%
●地目／宅地
●用途地域／第１種中高層住居専用地域
●交通／市ノ原バス停徒歩1分
●備考／北側約8.2ｍ公道に接道
※分譲地事業計画案あり
※温泉権２口分あり（日本地熱）
※名義変更料別途 （仲介）

■平坦で整形地、温泉権あり ■「朝日小学校」まで1350ｍ
■約272坪の土地、介護施設、分譲用用地に適す
■「石垣病院」まで870ｍ■「ドラッグコスモスやまなみ店」まで680ｍ
■「セブンイレブンやまなみ店」まで390ｍ

⑬売アパート

（仲介）

亀川四の湯町

（仲介）

上田の湯町1,780万円③

（仲介）

●専有面積／75.27㎡(22.77坪)
●バルコニー／15.20㎡(4.60坪)
●間取／3LDK  ●築年月／平成18年2月
●構造／RC造陸屋根13階建5階部分
●駐車場／無（順番）
●交通／流川12丁目バス停徒歩2分
●管理費／7,800円/月  ●修繕積立金／6,400円/月
※自治会費 400円/月
※温泉使用料 3,000円/月

■恵まれた住環境、共同天然温泉、ペット同居可、充実した設備仕様
■明るい室内 程度良好 ■「山の手小学校」まで380m
■「セブンイレブン別府流川通り店」まで100m
■「ドラッグストアモリ流川店」まで30m ■「中村病院」まで570m

800万円 825万円

共同温泉

アドバンス
別府上田の湯

センチュリーハイツ
日名子

ペット可ペット可 可

可 岩風呂温泉付

権利持分有権利持分有

温泉付温泉付

可可

温泉付温泉付

共同温泉

新築！！

東荘園町新別府北鉄輪

温泉権付温泉権付

（オーナーチェンジ）

最上階●権利付P

南面道路

不動産情報多数掲載！

※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)

6月号
※掲載物件は5月30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。

別 府 市 内別 府 市 内 不動産情報

（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30年6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　56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。


