
賃貸住宅管理業者免許　国土交通大臣（1）第0001951号

（8）

No.320 ［広告有効期限］令和元年9月末日

不動産に関することは、おおいえ不動産におまかせください。
やる気と熱意で的確に、スピーディに行動いたします！！

TEL（0957）25-2525
諫早市馬渡町7番地2
メールアドレス：ooie@titan.ocn.ne.jp

［JR西諫早駅徒歩４分］

ピタットハウス

諫早店　 諫早中央店　

TEL（0957）35-1212
諫早市栄町8番4号
メールアドレス：ooie.is@aroma.ocn.ne.jp

［島原鉄道本諫早駅徒歩4分］

ピタットハウス

諫早駅西口店　
TEL（0957）25-8001
諫早市永昌町17番68号ステーションプラザ1F
メールアドレス：ooie.it@shirt.ocn.ne.jp

［JR諫早駅西口徒歩2分］

売家 長崎市古賀町 １,890万
円

●土地／221.49㎡（67.00坪）
●建物／120.00㎡（36.30坪）
●間取／
　１階：ＬＤＫ14・和6
　2階：洋7・洋5・洋4.5・ＷＩＣ3・収納2
●築年数／平成11年1月（築後20年）
●構造／木造スレート葺2階建
●車／2台可
●交通／多良見町団地バス停徒歩１１分
　　　　ＪＲ市布駅徒歩20分★オール電化住宅！！

　ＡＬＣ外壁！！

★程度良好!!

★ユニバーサルホーム施工物件

〈価格表〉

1
2
3
4
5
6
7

165.10㎡（49.94坪）
165.12㎡（49.94坪）
165.63㎡（50.10坪）
173.67㎡（52.53坪）
171.43㎡（51.85坪）
163.35㎡（49.41坪）
156.63㎡（47.38坪）

848万円

848万円

851万円

893万円

870万円

864万円

829万円

価　格土地面積 ㎡（坪）号 地

★プランニング・資金計画いたします！！

《建築条件付》
土地売買契約締結後、3ヶ月以内に当社が指定する業者と
住宅建築請負契約を結ぶ事を条件と致します。

多良見町市布 700万
円

●土地／246.61㎡（74.59坪）
●建物／113.16㎡（34.23坪）
●間取／
　1階：DK6・洋7.5・和8・和4.5・
　　　和4.5・その他2
　2階：和6・和4.5
●築年数／昭和48年4月（築後47年）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●車／なし
●交通／多良見団地バス停徒歩2分

★高速・バイパスインターまで
　車で約2分!!

★車庫2～3台へ増設プランあり
★マックスバリュ長崎インター店など商業施設まで徒歩約４分!!

売家

済
売地 目代町

2,000万
円

●土地／5086㎡（1538.51坪）
●地目／畑　●車入る
●交通／開拓入口バス停徒歩4分

事業用地として
いかがでしょうか？

日当り良好！！

売地 長崎市琴海大平町
600万

円
●土地／670.14㎡（202.71坪）
●地目／宅地
●車乗入可・角地
　※公園隣接 旭ヶ丘ニュータウン

売地 長崎市琴海大平町
200万

円

●土地／223.86㎡（67.71坪）
●地目／宅地
●車乗入可・南向き

旭ヶ丘ニュータウン

●土地／243.19㎡（73.56坪）
●地目／宅地　●非線引区域
●車入る　●設備／上水道・下水道
●交通／今村バス停
　徒歩約3分

売地 大村市今村町
500万

円

●土地／684.33㎡（207.00坪）
●地目／畑・宅地　●車入る
●市街化調整区域
●備考／農地転用要
●交通／小豆崎バス停
　徒歩7分

売地 小豆崎町
700万

円

景観良好!!
のどかな環境!!

●面積／約331㎡（約100坪）
●用途地域／無指定　
●車／入る　●地目／宅地
●交通／島原鉄道愛野駅徒歩10分
●分筆後引渡し予定

売地 雲仙市愛野町
1,000万

円

南道路につき
日当り良好

広々100坪!!

●土地／146.99㎡（44.46坪）
●地目／宅地　●準工業地域
●車入る・平坦地
●交通／協和町南バス停
　　　　徒歩3分

売地 大村市杭出津1丁目
650万

円

生活便利地！！

平坦地！！

真崎町分譲７宅地

売地 小豆崎町 1,100万
円

●土地／335.03㎡（101.34坪）
●地目／宅地
●用途地域／準工業地域
●建ぺい率／ 60％
●容積率：200％
●交通／JR東諌早駅徒歩5分
　　　　東諫早バス停徒歩1分

南向き更地

国道207号線
沿い！！

売店舗
住宅 高来町金崎 2,950万

円

●土地／1351.42㎡（408.80坪）
●建物／ 285.90㎡（86.48坪）
●間取／1階：店舗・厨房・事務室・その他
　　　　2階：1R・1R
●築年数／平成17年7月(築後14年）
●構造／木造2階建て　●車／複数台可
●交通／金崎バス停徒歩約7分
●備考／現在、カフェ＋宿泊施設などを
　営業中（店舗移転のため）

★オーシャンビューのパノラマが広がる景観です!!

★車も複数台駐車可能!!

★雄大な景観の中、
　あなたのお店、
　始めてみませんか!!

●土地／152.94㎡（46.26坪）
●建物／106.75㎡（32.29坪）
●間取／
　2階：洋6・洋6
　1階：和6・和6・和4.5・洋7.5・
　　　 DK6
●築年月／昭和48年3月
　（築後46年）
●市街化調整区域内
●交通／福田神社前
　バス停徒歩10分

売家 福田町 500万
円 真崎町 680万

円

●土地／172.46㎡（52.16坪）
●建物／71.88㎡（21.74坪）
●間取／DK7.5・和6・和6･和6・洋6
●築年数／昭和51年3月（築後43年）
●構造／木造瓦葺平家建　●車／なし
●交通／JR諫早駅徒歩約13分・
　　　　女乙石バス停徒歩約1分

売家

★生活便利地!!
　コンビニまで
　徒歩１分!!

長野町 2,100万
円

売家

●土地／343.61㎡（103.94坪）
●建物／110.39㎡（33.39坪）
●間取／DK6・和8・和8・和7.5・和5
●築年数／平成13年8月（築後17年）
●構造／木造瓦葺平屋建
●車／5～6台駐車可能
●交通／島原鉄道小野本町駅まで
　　　　徒歩約19分
　　　　大手橋バス停まで
　　　　徒歩約8分
●備考／水道は井戸水使用・
　　　　浄化槽・プロパン

★のどかな環境！！
★景観良好!!
★建物程度良好!!

小野町 1,980万
円

売家

太陽光発電
装置付!!

●土地／216.82㎡（65.58坪）
●建物／144.90㎡（43.83坪）
●間取／
　1階：LDK14・洋7.5・洋6・和6・和4.5
　2階：洋6・洋4.5・洋4.5・納戸
●築年数／平成12年4月（築後19年）
●車／2台可
●交通／島原鉄道
　　　　干拓の里駅
　　　　徒歩8分

1F

西諫早NT白岩町 1,860万
円

売家

●土地／386.11㎡（116.79坪）
●建物／147.46㎡（44.60坪）
●間取／1階：LDK22・和8
　　　　2階：洋11・洋5.5･洋5・洋4.5
●築年数／昭和50年11月（築後43年）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●車／2～3台駐車可能(増設可能）
●交通／白岩町バス停徒歩約4分
　　　　JR西諫早駅徒歩約20分

2F ※参考図

★広々敷地116坪！！

★景観良好！！

大村市乾馬場町 2,980万
円

●土地／522.99㎡（158.20坪）
●建物／132.22㎡（39.99坪）
●間取／DK9・洋6・和8・和6・和6・和6・
　　　　和6・その他
●築年数／推定1912年3月（築後107年）
●構造／木造瓦葺平家建
●車／なし（増設可能）
●交通／浦馬場バス停
　徒歩1分・
　JR諏訪駅徒歩6分

売家

★築約100年の古民家!!
　情緒漂う佇まいの住宅です!!

売マンション 西諫早NT白岩町 650万
円

「西諫早ハイツＣ棟202号」
●専有面積／74.96㎡（22.67坪）
●間取／DK7・洋7・和6・和6･洋7
●築年数／昭和52年9月（築後41年）
●管理費・積立金／月19,000円
●車／1台込
●交通／
　JR諫早駅徒歩10分
　地区センター前バス停徒歩4分
●引渡時期／令和2年１月頃

★生活便利地!!
★低層階!! 2階！！

★平成31年3月に和室一間を洋間にリノベーション済

西諫早NT堂崎町 590万
円

売マンション

「西諫早スカイハイツ303号」
●専有面積／86.75㎡（26.24坪）
●間取／LDK12・和6・和6・洋6・Ｓ4
●築年数／昭和54年11月（築後39年）
●管理費・積立金／月10,000円
●車／1台込
●交通／JR西諫早駅徒歩13分
　地区センター前バス停徒歩7分

★景観良好!!

★駐車場区画は屋根付!! 広々区画!!

多良見町化屋 920万
円

●土地／216.12㎡（65.37坪）
●建物／119.79㎡（36.23坪）
●間取／1階：DK7・和6・和6・和6・洋3・縁側
　　　　2階：和6・和6
●築年数／昭和55年12月（築後38年）
●車／1台可
●交通／
　久山台ニュータウンバス停徒歩5分
　JR喜々津駅徒歩18分

※参考図

★2018年8月頃外壁塗装済！！

★2021年11/7までシロアリ保証あり！！

売家

1F

2F

西諫早NT白岩町 680万
円

売マンション

「西諫早ハイツＨ棟」
●専有面積／57.89㎡（17.51坪）
●間取／DK6・和6・洋6・洋5
●築年数／昭和53年4月（築後41年）
●管理費・積立金／月13,000円
●車／1台込
●交通／JR西諫早駅徒歩10分
　　　　地区センター前バス停徒歩4分

★低層階2階角部屋！！
★生活便利地!!

★平成15年頃キッチンをリフォーム!!

東彼杵町平似田郷 500万
円

売家

●土地／313.22㎡（94.74坪）
●建物／149.18㎡（45.12坪）
●間取／6SDK
●築年数／昭和48年3月
　（築後46年）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●車／4台可
●交通／
　JR千綿駅徒歩5分

★小・中学校
　徒歩3分圏内！！

●土地／493.30㎡（149.22坪）
●地目／宅地　●第一種低層住居専用地域
●建ぺい率／50％・容積率80％
●交通／
　JR諫早駅徒歩15分
　病院前バス停徒歩4分
●備考／下水道負担金あり

売地 泉 町
1,050万

円

広々宅地149坪!!

眺望良好!!

景観良好!!

生活便利地!!

●土地／463.58㎡（140.23坪）
●地目／宅地
●車／入る　●現状／更地
●交通／JR湯江駅徒歩6分

売地 高来町三部壱
630万

円

●土地／204.87㎡（61.97坪）
●地目／宅地　●車／入る
●都市計画区域外
●交通／JR湯江駅
　まで約1.9km

売地 高来町善住寺
270万

円

城見町 2,980万
円

●土地／522.86㎡（158.16坪）
●建物／239.76㎡（72.52坪）
●間取／1階：LDK26・和6・1R（洋10）・
　　　　　　1DK（DK6・和6）
　　　　2階：洋13・洋10・洋6・洋5・WIC4
●築年数／平成9年4月（築後22年）
●構造／木造スレート葺2階建　●車／ 3～4台可
●交通／日の出町バス停徒歩約3分・JR諫早駅徒歩約17分
●備考／附属建物：木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（14.58㎡あり）

売家

※参考図

1F

2F

★3世帯同居可能物件です！！ 広いリビング26帖!!
　車椅子仕様の洋間10帖 トイレ・シャワールーム・
　　　　　　　　　　　　　キッチン付き！！

★程度良好！！ 景観良好！！

売家 長崎市戸石町 3,480万
円

●土地／169.07㎡（51.14坪）
●建物／119.55㎡（36.16坪）
●間取／１階：LDK20・和4.5
　　　　2階：洋8・洋6・洋6・WIC4
●築年数／平成28年2月（築後3年）
●構造／軽量鉄骨造スレート葺2階建
●車／2～3台可
●交通／大久保病院前バス停徒歩3分
●備考／住宅性能評価・次世代省エネ・耐震等級3
●ペアガラス・浴室換気乾燥暖房機・食器洗乾燥機

1F

※

参
考
図

2F★太陽光発電システム4.02KW付
★
築
浅
３
年
!!

★ダイワハウス
　施工物件!!

★
オ
ー
ル

　電
化
住
宅

太陽光発電
装置付!!

久山台ニュータウン 2,200万
円

売家

●土地／224.80㎡（68.00坪）
●建物／134.58㎡（40.71坪）
●間取／1階：LDK18・和8・その他2
　　　　2階：洋8・洋6・洋4.5
●築年数／平成9年7月（築後22年）
●車／2台可
●交通／久山台ニュータウン
　　　　バス停徒歩3分

★南道路・日当良好!!　★程度良好!!

※参考図2F

1F

「東京カンテイ」とは不動産専門の情報サービス会社です。
その評価実務に基づいたノウハウと、膨大な売買データを活用し
て構築した不動産評価システムは銀行など金融機関が行う不動産
評価においても多く活用されています。

※東京カンテイてなに？

1F

大村市溝陸町（さつき台団地） 1,580万
円

●土地／210.72㎡（63.74坪）
●建物／154.16㎡（46.63坪）
●間取／１階：DK9.75・居間8・
　　　　　　 和8・和6・縁側
　　　　 2階：和6・洋6・洋6
●築年数／平成3年4月（築後28年）
●構造／木造瓦葺2階建
●車／1台可
●交通／さつき台団地バス停徒歩約2分

売家

2F
※参考図

★平成26～27年頃：風呂・トイレ・
　玄関ドアリフォーム!!

★平成30年3月キッチンリフォーム!!
★令和元年6月キッチン床リフォーム!!

不動産の相続問題もお任せ下さい。大家不
動産には上級相続支援コンサルタント1名・
相続支援コンサルタント1名が在籍しており
ます。

売家 飯盛町中山 1,700万
円

●土地／1029.15㎡（311.31坪）
●建物／148.76㎡（44.99坪）
●間取／LDK11・洋8・洋4.5・洋6・和6・
　　　　ウッドデッキ
●築年数／昭和26年1月（築後68年）
●構造／木造瓦葺平家建
●車／3台可
●交通／三本松バス停徒歩約2分

★ＩＨクッキングヒーター！！
★対面キッチン!!

1F

栗面町 1,550万
円

●土地／463.47㎡（140.19坪）
●建物／156.54㎡（47.35坪）
●間取／
　1階：DK4.5・和8・和6・和6・和6・和4.5
　2階：和8・和6
●築年数／昭和41年11月（築後53年）
●車／3台可
●交通／栗面町バス停徒歩約4分
●備考／附属建物あり

2F

※参考図

★生活便利地!! ★近隣スーパーまで
　徒歩約1分!!

売家

1F

西諫早NT白岩町 1,530万
円

●土地／253.29㎡（76.62坪）
●建物／143.74㎡（43.48坪）
●間取／
　1階：DK5.25・洋8・和6・和6・和4.5
　2階：洋8・和6・和6
●築年数／昭和51年2月（築後43年）
●車／1台可
●交通／JR西諫早駅徒歩約16分
　　　　白岩町バス停徒歩約3分

2F

※参考図

★南向きにつき日当り良好!!

売家

★生活便利地!!

★地区センターまで
　徒歩約7分!!

永昌町 650万
円

●土地／129.34㎡（39.12坪）
●建物／74.04㎡（22.39坪）
●間取／1階：DK5・和6・洋6
　　　　2階：洋4.5・和6
●築年数／昭和58年4月（築後36年）
●車／2台可
●交通／
　JR諫早駅徒歩約13分
　諫早商高前バス停徒歩約8分

売家

★諫早駅まで徒歩15分圏内!!
　　★生活便利地!!

売家 森山町本村 750万
円

★のどかな環境!!
　和室の続き間あり!!

★北西角地　★日当良好!!
★近隣コンビニまで徒歩4分!!
★ハウスクリーニング済
●土地／305.28㎡（92.34坪）
●建物／149.21㎡（45.13坪）
●間取／1階：DK8・洋8・和8・和6・縁側
　　　　2階：和6・洋4.5・トイレ
●構造／木造瓦葺2階建
●築年数／昭和59年3月（築後35年）
●車／2～3台可（増設可能）
●交通／森山支所前バス停徒歩6分

西諫早NT馬渡町 2,300万
円

●土地／292.82㎡（88.57坪）
●建物／153.44㎡（46.41坪）
●間取／1階：LDK12・和6・和6・和8・
　　　　　　洋9・ミニキッチン
　　　　2階：洋8・洋8・納戸3
●築年数／昭和52年12月（築後42年）
●車3～4台可
●交通／JR西諫早駅徒歩約4分

★生活便利地!!
　　★車3台並列駐車可能!!

★公園、目の前!!

★平成25年頃にキッチン・バス・トイレ・
　洗面等水廻りリフォーム実施!!

売家

1F

2F
※参考図

売地 大村市今村町
980万

円

●土地／660㎡
　（199.65坪）
●地目／畑
●非線引区域
●車／入る
●現状／更地
●設備／上水道・
　下水道接続可
●備考／農地転用許可必要

のどかな環境！！
広々199坪!!

日当り良好！！

売地・売家 泉 町
1,000万

円

●土地／689.10㎡（208.45坪）
●建物／162.19㎡（49.06坪）
●築年数／建築年月日不詳
●構造／木造瓦葺平家建
●車／1台可
●交通／竹の下バス停
　　　　徒歩約3分
●地目／宅地・畑

久山台ニュータウン 2,580万
円

売家

●土地／220.44㎡（66.68坪）
●建物／ 105.92㎡（32.04坪）
●間取／1階：LDK15・和8
　　　　2階：洋7・洋7
●築年数／平成17年4月（築後14年）
●車／2台可
●交通／久山台ニュータウン
　　　　バス停徒歩3分

太陽光発電
装置付!!

★セキスイハイム施工物件!!
1F

2F ※参考図

★建物程度良好！！

売却物件募集中！！
不動産会社による査定価格は会社によってバラツキが出ることがありますが、査定価格が高い
不動産会社だからといって高く売れる保証はありません。大家不動産では、査定物件周辺の取
引事例・販売事例や公示価格などの豊富なデーターと市場動向ならびに銀行などで価格査定に
利用される※東京カンテイのデータベースを利用して適正な査定価格をご提案いたします。
（物件によっては東京カンテイのシステムを利用できない場合もあります。）

●土地／224.51㎡（67.91坪）
●建物／76.22㎡（23.05坪）
●間取／DK4.5・和8・和6・和4.5
●築年数／平成元年1年6月
　（築後30年）
●車／2台可（増設可能）
●交通／喜々津シーサイドバス停
　徒歩3分

★北西角地！！
★オーシャンビュー！！

多良見町シーサイド 1,530万
円

売家

※参考図

西諫早NT白岩町 490万
円

売マンション

「西諫早ハイツG棟401号」
●専有面積／73.84㎡（22.33坪）
●間取／DK7・洋7・和6・和6・和4.5
●築年数／昭和51年11月（築後43年）
●管理費・積立金／１４，３４１円
●車／1台込
　（2台目駐車場3,000円にて
　　空要確認）
●交通／
　JR西諫早駅徒歩約10分
　地区センター前バス停徒歩約4分

★低層階２階!!

※参考図

●土地／205.49㎡（62.16坪）
●建物／161.02㎡（48.7坪）
●間取／
　1階：LDK13・和8・和7.5・広縁2
　2階：和8・洋8・洋5.7・書斎3.7
●築年数／平成3年10月（築後27年）
●車／2～3台可（増設可能）
●交通／新道バス停
　徒歩7分

★セキスイハイム
　施工物件

原口町 1,200万
円

売家

※参考図

1F

2F

「東栄ビバシティ諫早弐番館」
●専有面積／84㎡（25.41坪）
●間取／LDK17.15・和6・洋6・洋5.5
●築年数／平成12年9月（築後19年）
●所在階／9階　●車／1台可（4,000円）
●管理費／10,900円　●積立金／10,900円
●交通／島原鉄道本諫早駅徒歩16分

★眺望良好！！　★生活便利地！！
★近隣コンビニまで徒歩約2分！
★角部屋！！オートロック！！

仲沖町 1,800万
円

売マンション

売地 栄田町 980万
円

●土地／249.59㎡（75.50坪）
●第一種低層住居専用地域
●地目／宅地　●車／入る
●交通／
　JR諫早駅徒歩10分

日当り良好!!

生活便利地!!

●土地／146.12㎡（44.20坪）
●地目／宅地　●都市計画区域外
●交通／四本松バス停
　徒歩4分

売地 目代町
200万

円

●土地／251.01㎡（75.93坪）
●地目／宅地
●車／入る
●交通／
　JR岩松駅徒歩12分
●備考／古家あり

売地 大村市久原2丁目 780万
円

日当り良好!!

西諫早NT白岩町 450万
円

売マンション

「西諫早ハイツＢ棟203号」
●専有面積／73.84㎡（22.33坪）
●間取／DK7・洋7・和6・和6・和4.5
●築年数／昭和51年11月（築後43年）
●管理費・積立金／１４，３４１円
●車／1台込
　（2台目駐車場3,000円にて
　　空要確認）
●交通／
　JR西諫早駅徒歩約10分
　地区センター前バス停徒歩約4分

★低層階２階!!

※参考図

商談中

1F

西諫早NT白岩町 1,600万
円

●土地／221.85㎡（67.10坪）
●建物／83.03㎡（25.11坪）
　　　　（未登記部分あり）
●間取／1階：DK7.5・和6・和4.5
　　　　2階：和7.5・和5.75
●築年数／昭和52年5月（築後42年）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●車／1台可（増設可能）
●交通／JR西諫早駅徒歩15分
　　　　真崎小学校前バス停徒歩2分

売家

2F ※参考図

★地区センターまで
　徒歩約7分!!
★南道路につき
　日当良好!!

★平成14年頃、屋根の
　葺き替え、玄関ドア交換!!

売家 小船越町 2,380万
円

●土地／185.82㎡（56.21坪）
●建物／145.53㎡（44.02坪）
●間取／地下：洋8・納戸2
　　　１階：LDK15.7・和6
　　　2階：洋10・洋6.2・洋5・納戸2
●築年数／平成14年12月（築後17年）

●構造／鉄筋コンクリート・木造
　スレート葺地下１階付2階建
●車／2～3台可
●交通／ポリテクセンター長崎前
　バス停徒歩約7分
●備考／引渡時期：令和元年9月下旬

※参考図

★オール電化住宅!!　★太陽光発電装置2.4KW付!!
★ペアガラス　★2017年に電気温水器交換!!
★地下室付!!

地下 1F 2F

太陽光発電
装置付!!

久山町 1,650万
円

●土地／442.00㎡（133.70坪）
●建物／108.88㎡（32.93坪）
●間取／
　LDK12.5・和8・和6・和4.5・洋4.5
●築年数／昭和47年3月（築後47年）
●車／2台可（造成可能）
●交通／JR喜々津駅徒歩約9分

※参考図

★南西角地!!
★日当り良好!!
★駅まで平坦!!

★平成22年頃
　水廻り等リフォーム!!

売家

 予約申込受付中！！

南向きの緩やかな傾斜にて西諫早ニュータウンを
眺めて過ごす生活をしてみませんか

■所在地／諫早市真崎町862番外2筆
■用途地域／第１種低層住居専用地域
■建ぺい率／50％　■容積率／80％
■設備／上水道・下水道
■校区／真城小学校・真城中学校
■交通／堀の内東バス停徒歩5分

〈概要〉

白岩町 2,650（税込）
万円

新築建売

「メカナタウン白岩町Ａ棟」
●土地／123.35㎡（37.31坪）
●建物／87.77㎡（26.55坪）
●間取／1階：LDK17.5
　　　   2階：洋7.3・洋5.3・洋4.5・WIC3
●築年数／令和元年9月（新築）
●構造／木造合金メッキ葺２階建
●車／3台可　●交通／白岩町バス停徒歩5分
●備考／第2019確認建築CIAS00347号
●設備／オール電化・ペアガラス・展示家具・
　取付カーテン・照明・エコキュート・ＴＶインターホン・
　エアコン３台・外構工事・トイレ２ヶ所
●取引形態／売主

1F

2F

※

参
考
図

★堂々完成!!

新　築
につき

即入居可

白岩町 2,650（税込）
万円

新築建売

「メカナタウン白岩町B棟」
●土地／123.34㎡（37.31坪）
●建物／ 89.43㎡（27.05坪）
●間取／1F：LDK16.7
　　　　2F：洋7.8・洋5・洋4.5・WIC2・書斎
●築年数／令和元年9月（新築）
●構造／木造合金メッキ葺２階建
●車／並列3台可
●交通／白岩町バス停徒歩5分
●備考／第2019確認建築CIAS00348号
●設備／オール電化・ペアガラス・展示家具・取付カーテン・照明・
　エコキュート・ＴＶインターホン・エアコン３台・外構工事・トイレ２ヶ所
●取引形態／売主

1F

2F

※参考図

★堂々完成!!
新　築
につき

即入居可

2,000万
円

1F

西諫早NT馬渡町

●土地／218.40㎡（66.06坪）
●建物／117.81㎡（35.63坪）
●間取／1F：DK6・和6・和6・洋10・
　　　　　 サンルーム3
　　　　2F：和6・洋9・縁側3
●築年数／昭和50年3月（築後44年）
●構造／木造瓦葺2階建
●車／1台可（増設可能）　●交通／西諫早駅通りバス停徒歩4分

2F

※参考図

★北西角地!!程度良好!!　★広 バ々ルコニー!!

売家

松里町 550万
円

売家

●土地／953㎡（288.28坪）
●建物／ 83.63㎡（25.29坪）
●築年数／平成13年1月（築後18年）

●構造／木造スレート葺平家建
●車／複数台可
●交通／井牟田口バス停徒歩約14分

※参考図

1F

西諫早NT中尾町 1,650万
円

●土地／174.27㎡（52.71坪）
●建物／117.18㎡（35.44坪）
●間取／1F：DK5・和6・和6・和6・和4.5
　　　　2F：和6・和6
●築年数／昭和62年5月（築後32年）
●構造／木造瓦葺2階建
●車／2台可
●交通／中尾町バス停徒歩4分

売家

2F ※参考図★程度良好!!

★オール電化住宅
（エコキュート：2015年にリフォーム）

3,200万
円

1F

堀の内町

●土地／230.07㎡（69.59坪）
●建物／114.90㎡（34.75坪）
●間取／1F：LDK17.5・和4.5
　　　　2F：洋9・洋6・WIC4
●築年数／平成21年1月（築後10年）
●構造／木造瓦葺２階建
●車／3～4台可
●交通／堀の内東バス停徒歩2分

2F
※参考図

売家 グリーンヒルズいさはや西部台

★南西角地!!　★オール電化住宅！！

★谷川建設施工物件!!

1F

原口町 1,580万
円

●土地／228.00㎡（68.97坪）
●建物／127.77㎡（38.65坪）
●間取／1F：Ｋ4・和8・和7.5・和6・洋9
　　　　2F：和6・和3
●築年数／昭和47年8月（築後47年）
●構造／木造セメント葺2階建
●車／2台可（増設可能）
●交通／島原鉄道本諫早駅
　　　　徒歩約9分

売家

2F
※参考図

★マックスバリュ
　諫早中央店まで
　徒歩約５分!!

★日当り良好!!

【売却査定】をしてみませんか？

売マンション 長崎市滑石5丁目 280万
円

「公社分譲Ｄ棟」
●専有面積／46.72㎡（14.13坪）
●間取／ＬＤＫ9・和6・和4.5
●築年数／昭和48年12月（築後46年）

●管理費・積立金／年間6万円
●車／1台込
●交通／北陽小学校前バス停徒歩2分

※参考図

★生活便利地!!　★近隣スーパーまで徒歩約5分!!

売地 多良見町シーサイド1号地 1,173万
円

●土地／193.92㎡（58.66坪）
●地目／宅地
●車／入る（平坦地）
●交通／
　東小学校前バス停徒歩約3分
　JR喜々津駅徒歩約15分
●備考：建築条件付

北西角地!! 生活便利地!!
平坦地!!

資金計画などはお気軽に
ご相談下さい。

売地 多良見町シーサイド3号地 1,085万
円

●土地／193.92㎡（58.66坪）
●地目／宅地
●車／入る（平坦地）
●交通／
　東小学校前バス停徒歩約3分
　JR喜々津駅徒歩約15分
●備考：建築条件付

生活便利地!!
平坦地!!

建設会社のモデルハウス
あります！！

永昌東町モデルハウス売却

●土地／45.10㎡（13.64坪）
●建物／108.03㎡（32.67坪）
●間取／1階：駐車場　2階：LDK16　3階：洋4.5・洋6
●築年月／平成31年2月
●構造／木造3階建　●車／2台可（屋内）
●交通／JR諫早駅徒歩5分
●備考／建築確認番号：第BVJ-FUK18-10-1558号 1F

2F

3F ※参考図

車庫新　築
につき

即入居可

★インナーガレージ!!
　車・バイク・自転車好き
　には嬉しい室内駐車!!
　並列2台可

2,800（税込）
万円

栄田町A棟新築建売

●土地／179.84㎡（54.40坪）
●建物／97.71㎡（29.55坪）
●間取／1階：LDK24・洋6
　　　   2階：洋6.5・洋6
●築年数／現在建築中
●構造／木造2階建　●車／2台可
●交通／JR諫早駅徒歩約12分
●備考／
　第Ｒ01確認建築長崎県庁0081号 1F

2F ※参考図

現 在
建築中

★オール電化の
　新築建売住宅!!

3,450（税込）
万円

●土地／286.21㎡（86.57坪）
●地目／宅地
●準工業地域／
　60％・200％
●交通／若葉町
　バス停徒歩1分

売地 若葉町
1,100万

円

日当り良好！！

栄田町B棟新築建売

●土地／192.83㎡（58.33坪）
●建物／96.05㎡（29.05坪）
●間取／1階：LDK18・洋6.5
　　　　2階：洋6・洋6
●築年数／現在建築中
●構造／木造2階建　●車／2台可
●交通／JR諫早駅まで徒歩12分
●備考／
　第R確認建築長崎県庁0100082号 1F

2F ※参考図

3,450（税込）
万円

現 在
建築中

★オール電化の
　新築建売住宅!!


