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長崎県内で5社のみ（財）日菅協預かり金保証制度に加入

新築アパート、マンション計画ご相談承ります。

賃貸アパート・賃貸マンション 買い取ります

月に2回～10回、清掃
専門業者による敷地内
（エントランス部分や
共有通路など）の定期
清掃を行っています。

諫早市永昌東町17番68号ステーションプラザ1F
◎土・日・祝 営業中！！

TEL.0957-
25-8001

ピタットハウス諫早駅西口店

Eメール：
ooie.it@shirt.ocn.ne.jp

諫早市栄町8番4号
◎土・日・祝 営業中！！

大家不動産諫早中央店

TEL.0957-
35-1212
Eメール：
ooie.is@aroma.ocn.ne.jp

文化ホール
諫早パルファン

吉原歯科

アエル栄町通り

↓至諫早バイパス

宮崎鮮魚店

島原鉄道

千春美容室

イルカ歯科

Eメール：
ooie@titan.ocn.ne.jp

TEL.0957-
25-2525

11月末ごろにオープン予定
になります。

6.0真崎町貸 家
●ふれあい広場前バス停徒歩4分
●3DK）洋4.5・和6・和4.5・DK4.5　●60㎡
●車2台可（縦列）
●木造平屋建　●昭和53年10月築
●給湯・シャワー・SD・暖房便座

万
円

大村市溝陸町 4.8貸アパート
「コーポ馬場D棟」
●西溝陸バス停徒歩4分
●2K）洋5.9・洋5.6・K　●37㎡　●車1台込
●木造2階建　●平成20年2月築
●給湯・シャワー・エアコン

万
円

貸マンション 久山町 万
円5.9

「グランディールレゾン」
●久山バス停徒歩6分
●3LDK）洋5・和6・和6・LDK10
●66.50㎡　●車1台込（2台目3,000円）
●町費500円　●鉄筋コンクリート造4階建
●平成6年3月築
●給湯・シャワー・
　TVドアホン（新設）
　駐輪場

貸マンション 久山町 万
円6.2

「ニューライフ寺地」
●久山バス停徒歩6分
●3DK）洋6・洋6・和6・DK6　●56.85㎡
●車2台込（縦列）　●町費500円
●鉄筋コンクリート造3階建
●平成12年8月築
●給湯・シャワー・
　暖房洗浄便座・
　三口コンロ・
　インターホン

貸マンション 厚生町 万
円6.6

「コーポクレセント」
●島原鉄道本諫早駅徒歩7分
●3DK）和6・和6・洋5.75・DK7.5
●57.60㎡　●車1台込
●鉄筋コンクリート造3階建
●平成元年4月築
●給湯・シャワー

貸マンション 久山町 万
円6.3

「リバーサイドプレイス」
●久山バス停徒歩4分
●3LDK）洋6・洋5・洋6.5・LDK10.5
●67.19㎡　●町費500円　●車2台（縦列）
●鉄筋コンクリート造3階建
●平成6年3月築
●給湯・
　シャワー・
　インターホン・
　エアコン

原口町 7.5貸アパート
「ヒルズ・ワン原口1階」
●上山小学校前バス停徒歩8分　
●3SLDK）和6・洋11・洋9・WIC・LDK17
●124.16㎡　●車2台込（縦列）
●鉄骨造2階建の1階部分
●平成10年11月築
●給湯・シャワー・SD・
　インターホン・
　三口コンロ

万
円

貸アパート 大村市竹松本町 万
円5.8

「ガーデンシティ・ラルジュB棟」
●原口バス停徒歩3分
●2LDK）洋6・洋6.7・LDK9.7　●53.98㎡
●駐車場2,000円（並列）  ●共益費込
●町費500円　●軽量鉄骨造2階建
●平成17年7月築
●給湯・シャワー・エアコン・温水洗浄便座・
　IHヒーター・SD・
　TVドアホン・
　駐輪場

オール電化

セキスイハイム

「グランディール松尾」
●JR西諫早駅徒歩14分
●3LDK）洋6・洋6・和6・LDK11
●67.97㎡　●共益費4,100円
●車1台込　●鉄筋コンクリート造4階建
●平成9年4月築
●給湯・シャワー・
　エアコン・
　暖房洗浄便座・
　TVドアホン

6.4小船越町貸マンション 万
円

「村瀬コーポ前棟」
●喜々津橋バス停徒歩5分
●2K）洋4.5・和6・K4.5　●34.78㎡
●駐車場（縦列2台）　●鉄骨造2階建
●昭和60年9月築　●給湯・シャワー

万
円3.9多良見町囲貸アパート 貸アパート 幸 町

「旭荘」
●島原鉄道幸町駅徒歩4分
●2DK）和6・和6・DK5.5　●34.72㎡
●車1台込　●木造2階建
●昭和55年2月築
●給湯・
　シャワー

万
円3.0

貸アパート 小船越町
「ミューズI」
●女乙石バス停徒歩2分
●2LDK）洋6・和4.5・LDK12　●47.20㎡
●共益費1,000円　●車1台込（軽区画）
●木造2階建　●平成2年10月築
●給湯・シャワー

万
円4.5 貸アパート 原口町

「川良アパート」
●島原鉄道本諫早駅徒歩4分
●2LDK）1階：LDK9　2階：和6・洋6
●52.99㎡　●車2台込
●木造2階建　●平成8年8月築
●給湯・シャワー

万
円4.8

貸マンション 万
円4.6

「月マンション」
●島原鉄道幸駅徒歩5分
●1LDK）洋6・LDK13.5　●43.74㎡
●車1台込　●鉄筋コンクリート造4階建
●昭和61年4月築
●給湯・シャワー・
　エアコン

幸 町

貸マンション 船越町 万
円5.2

「サクラーレ船越」（旧：もりやまビル）
●わし崎バス停徒歩3分
●2DK）洋6・洋6・DK8
●46.3㎡　●車1台込
●鉄筋コンクリート造
　4階建
●昭和53年7月築
●給湯・シャワー・
　エアコン・
　TVドアホン・
　暖房洗浄便座・
　照明付

管理物件募集中！！

おおいえ不動産の
管理物件は 94.38％入居率

（9月10日現在）

貸マンション 小船越町 万
円6.2

「ニュービートル豪」
●飛岡バス停徒歩1分
●1LDK）洋6・LDK13
●44.15㎡
●車1台込
●鉄筋コンクリート造
　8階建
●平成17年9月築
●給湯・シャワー・
　エアコン・
　暖房便座・
　インターホン・
　駐輪場・EV・
　オートロック

城見町貸アパート
「ローズコート深山」
●JR諫早駅徒歩11分
●2LDK）1階：LDK11　2階：洋6・洋7・WIC
●65.60㎡　●車2台込（縦列）
●軽量鉄骨造2階建　●平成16年3月築
●給湯・シャワー・SD・暖房洗浄便座・
　エアコン・TVドアホン

万
円7.8

ダイワハウス

「ハイツアゼイリア201号室」
●JR諫早駅徒歩3分
●3LDK）洋5.5・和6・和4.5・LDK15.5
●72.05㎡　●車1台込
●鉄筋コンクリート造7階建
●昭和56年3月築
●給湯・
　シャワー・EV・
　エアコン新設

7.5永昌東町貸マンション 万
円

分譲賃貸

貸マンション 小船越町 万
円5.8

「グローリー小船越Ⅰ」
●JR西諫早駅徒歩6分
●1LDK）洋8・LDK14.4　●52.89㎡
●共益費6,000円
●駐車場7,000円
　（2台：機械式）
●鉄筋コンクリート造
　9階建
●平成20年2月築
●給湯・シャワー・エアコン・
　SD・暖房洗浄便座・追焚・
　TVドアホン・
　浴室乾燥機・床暖房・
　コンロ（三口）・駐輪場・
　EV・オートロック・宅配ボックス

光インターネット無料

貸アパート 久山町 万
円3.9

「清香アパート」
●久山バス停徒歩3分
●2DK）和6・和4.5・DK9　●40.60㎡
●車1台込　●木造2階建
●昭和59年8月築
●給湯・
　シャワー

貸アパート 貝津町 万
円4.5

「ヴィラコート西岡Ⅱ」
●JR西諫早駅徒歩16分
●2K）K4.5・洋6・洋4.5　●36.01㎡
●車1台込　●木造2階建
●平成11年7月築　●給湯・シャワー

大村市乾馬場町 5.9貸アパート
「La Terre Ⅰ」
●JR諏訪駅徒歩6分
●2LDK）洋6・洋6・LDK10・WIC
●53.98㎡　●共益費2,000円
●町費500円　●駐車場4,000円（2台並列）
●軽量鉄骨造2階建　●平成19年6月築
●給湯・シャワー・エアコン・SD・
　TVドアホン・
　IHヒーター・
　駐輪場

万
円

セキスイハイム

オール電化

光インターネット無料 「ラフォーレ愛の」
●島原鉄道愛野駅徒歩7分
●2LDK）洋6・洋6・LDK11　●51.60㎡
●町費400円　●車1台込（2台目：3,000円）
●鉄筋コンクリート造8階建
●平成17年3月築
●給湯・シャワー・
　暖房洗浄便座・
　SD・TVドアホン・
　EV・オートロック・
　宅配ボックス・
　監視カメラ・
　バイク駐輪場

6.5雲仙市愛野町乙貸マンション 万
円

貸アパート 万
円6.2

「ドミールのぐちA棟」
●白岩バス停徒歩3分
●3DK）洋4.5・和6・和6・DK6
●57.87㎡　●車2台込
●軽量鉄骨造2階建　●平成5年2月築
●給湯・シャワー・エアコン・SD・
　インターホン

真崎町

積水ハウス

貸アパート 万
円3.1

「ウィステリアⅠ」
●JR大村駅徒歩16分
●1R）LDK11　●26.84㎡
●車1台込　●町費300円
●木造2階建　●平成8年3月築
●給湯・シャワー・
　エアコン

大村市玖島3丁目
光インターネット無料

貸アパート 万
円5.1

「La Terre Ⅱ」
●JR諏訪駅徒歩6分
●1LDK）洋6・LDK10　●40.33㎡
●共益費2,000円
●駐車料4,000円（並列2台）
●町費500円　●軽量鉄骨造2階建
●平成19年6月築
●給湯・シャワー・エアコン・TVドアホン・
　SD・IHヒーター・
　暖房洗浄便座・
　駐輪場

大村市乾馬場町
光インターネット無料

セキスイハイム

大村市溝陸町 4.9貸マンション
「グローリー溝陸」
●溝陸バス停徒歩4分
●1DK）洋7・DK7・WIC2.5
●40.15㎡　●車1台込
●共益費2,000円　●町費300円
●鉄筋コンクリート造3階建
●平成20年5月築
●給湯・シャワー・エアコン・
　追焚・インターホン・
　二口コンロ・
　暖房洗浄便座・
　浴室乾燥機

万
円

貸マンション 貝津町 万
円6.6

「グローリー貝津Ⅱ」
●JR西諫早駅徒歩10分
●1LDK）洋6・LDK12.5
●43.74㎡　●町費500円
●車1台込
●鉄筋コンクリート造
　8階建
●平成18年1月築
●給湯・シャワー・
　オートロック・EV・
　エアコン・追焚・駐輪場・
　TVドアホン・
　二口コンロ・
　暖房洗浄便座・
　浴室乾燥機 光インターネット無料
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大地のめぐみすぐそば

新築

●久山橋バス停徒歩7分
●2LDK）
　1階：車庫
　2階：LDK12.4
　3階：洋6・洋5.6・WIC
●62.94㎡
●車2台込（縦列） 3台目無料 
●木造3階建
●給湯・シャワー・エアコン・SD・
　TVドアホン・暖房洗浄便座

「ライフタウン貝津」

7.7万
円 7.9万

円～

全32世帯

新築貸アパート 諫早市貝津町600番地41

1F 2F 3F

インナーガレージ

光インターネット無料

〈車種要確認〉

A棟B棟C棟D棟完成随時案内可能

大村市木場2丁目 4.0貸アパート
「リバー木場」
●JR大村駅徒歩11分
●2DK）洋6・和6・DK6　●46.13㎡
●共益費2,000円
●駐車場：縦列区画（近隣）
●鉄骨造2階建　●平成12年2月築
●給湯・シャワー・エアコン・インターホン・
　暖房洗浄便座・
　駐輪場

万
円

貸マンション 万
円4.0

「ベルベドール山川」
●JR西諌早駅徒歩17分
●1K）洋7・K　●21.75㎡　●車1台込　　
●鉄筋コンクリート造2階建
●平成11年2月築
●給湯・シャワー・エアコン・
　暖房洗浄便座・
　IHコンロ（一口）

山川町貸アパート 万
円3.7

「クローバーハウスⅠ」
●上栄田バス停徒歩3分
●1K）洋8・K　●27.80㎡　●車1台込
●木造2階建　●平成9年2月築
●給湯・シャワー・エアコン

栄田町 貸マンション 万
円4.0

「K-HOUSE」
●JR諫駅徒歩9分
●1K）洋7.5・K　● 23.71㎡　●駐車場なし
●鉄筋コンクリート造4階建
●平成7年3月築
●給湯・シャワー・エアコン・
　暖房洗浄便座・
　二口コンロ・
　照明付き

栄田町
光インターネット無料

外壁塗装中

貸アパート 万
円4.9多良見町囲

「ディアスHikaru」
●JR喜々津駅徒歩15分
●1R）LDK12.27　●31.85㎡
●車1台込　●軽量鉄骨造2階建
●平成15年8月築
●給湯・シャワー・エアコン・暖房洗浄便座・
　TVドアホン・SD・二口コンロ

積水ハウス

貸アパート 万
円5.1

「TOWN COURT」
●JR諫早駅徒歩19分
●1LDK）洋6.7・LDK8.5　●36.14㎡
●共益費1,500円　●駐車場3,000円　
●インターネット使用料2,500円　
●町費400円　●軽量鉄骨造2階建
●平成20年5月築
●給湯・シャワー・
　エアコン・
　暖房洗浄便座・
　IHヒーター・
　TVドアホン・
　SD

中尾町

セキスイハイム

オール電化

貸アパート 万
円5.5

「Trad Sunny」
●JR喜々津駅徒歩3分
●1LDK）洋6・LDK10　●40.33㎡
●共益費2,000円　●駐車場4,000円
●軽量鉄骨造2階建　●平成23年3月築
●給湯・シャワー・暖房洗浄便座・
　TVドアホン・SD・
　IHヒーター・
　エアコン

多良見町化屋

セキスイハイム

オール電化

中尾町貸アパート
「シティハイム阿部」
●JR諫早駅徒歩20分
●3K）洋4.5・洋4.5・洋6.5・K
●40.50㎡　●車2台込（縦列）
●軽量鉄骨造2階建　●平成8年8月築
●給湯・シャワー・
　インターホン

万
円4.6

セキスイハイム

新築大村市東本町555番地

●JR大村駅徒歩4分　●共益費込
●駐車場4,000円　●鉄筋コンクリート造10階建
●給湯・シャワー・エアコン・SD・TVドアホン・
　宅配ボックス・暖房洗浄便座・EV・オートロック・
　浴室乾燥機・ペアガラス

「GRAND WISTERIA」
●1R）角部屋：LDK11.4　●31.87㎡

5.3万
円 5.5万

円～
●1R）中部屋：LDK11.566　●31.87㎡

5.2万
円 5.4万

円～

全59世帯

1R
角部屋

1R
中部屋

新築貸マンション

コレモおおむら徒歩1分

光インターネット無料

白と黒のシックな
タイル張りマンション

随時案内可能

貸アパート 万
円4.7

「フリースペース」
●津久葉町バス停徒歩8分
●1K）洋10・K　●31.88㎡
●車1台込　●町費500円
●木造2階建　●平成16年3月築
●給湯・シャワー・エアコン・暖房洗浄便座・
　IHヒーター・
　TVドアホン

若葉町

光インターネット無料

貸マンション 長野町 万
円6.2

「Grazie諫早」
●島原鉄道小野本町駅徒歩14分
●1LDK）洋6・LDK14　●46.20㎡
●車2台込  ●町費500円 
●鉄筋コンクリート造3階建
●平成18年6月築
●給湯・シャワー・エアコン・暖房洗浄便座・
　IHヒーター・オートロック・
　宅配ボックス・
　駐輪場

オール電化

光インターネット無料

貸 家 山川町 万
円6.8

●4DK）洋6・洋6・洋6・DK4.5・和6・和6
●70.58㎡　●車2～3台可
●木造平屋建　●昭和49年6月築
●給湯・シャワー　●地区センター徒歩1分

貸アパート 万
円5.2貝津町

「gradito貝津」
●JR西諌早駅徒歩14分
●1K）洋6.5・WIC・K3　●27.16㎡
●車1台込　●町費500円
●軽量鉄骨造2階建　●平成29年9月築
●給湯・シャワー・エアコン・SD・
　暖房洗浄便座・TVドアホン・
　追焚・二口コンロ

セキスイハイム

光インターネット無料

貸アパート 万
円2.9若葉町

「若葉コーポ」
●青葉台バス停徒歩6分
●1LDK）和6・LDK12　●48㎡
●駐車場4,000円(近隣)　●木造2階建　
●平成2年2月築
●給湯・シャワー・暖房洗浄便座

貸アパート 万
円3.8

「みやまハイツ」
●JR諫早駅徒歩10分
●3K）洋4.5・洋4.5・和6・K　●34.95㎡
●車1台込　●軽量鉄骨造2階建
●昭和57年3月築　●給湯・シャワー

城見町

ダイワハウス

貸アパート 雲仙市愛野町乙5036番地43

●愛野展望台バス停徒歩3分
●2LDK）洋4.8・洋6・LDK10
●53.40㎡　●共益費込
●駐車場2台込　●木造2階建
●平成30年7月築
　●給湯・シャワー・エアコン・
　温水洗浄便座・SD・TVドアホン・
　追焚・コンロ

6.0万
円

敷金・礼金・清掃代なし

「L a  Ti e rr a（ラ ティエラ）」

随時案内可能

ジョイフルそば

貸アパート 万
円7.0栄田町 （1階） 万

円8.0（2階）

「幸町アパート（仮称）」
●島原鉄道幸駅徒歩9分
●2LDK）1階：洋5.8・洋5.8・LDK12.7・WIC　●57.06㎡
　　　　 2階：洋5.8・洋5.8・LDK14.5・WIC　●66.22㎡
●車2台込　●鉄骨造2階建

●令和元年9月
　リノベーション完了予定
●給湯・シャワー・エアコン・
　暖房洗浄便座・
　TVドアホン・二口コンロ・
　SD・追焚

光インターネット無料

猫飼育可

貸アパート 万
円5.1真崎町

「シャーメゾンNⅡ」
●清水谷バス停徒歩1分
●1K）洋7.2・K3.5　●30.51㎡　●車1台込
●軽量鉄骨造2階建　●平成17年1月築
●給湯・シャワー・2口コンロ・追焚・
　暖房洗浄便座・SD・エアコン・TVドアホン

積水ハウス

光インターネット無料

貸アパート 万
円3.0川内町

「美和ハイツ」
●半造バス停徒歩2分
●2DK）DK6・和6：和6　●43.45㎡
●車1台込　●木造2階建
●昭和59年10月築　●給湯・シャワー

多良見町木床貸マンション
「エミネントたらみ」
●JR喜々津駅徒歩17分
●3DK)洋6・和6・洋7・DK6　●60.97㎡
●車2台込　●鉄筋コンクリート造3階建
●平成8年8月築
●給湯・シャワー・暖房洗浄便座

万
円5.8

堀の内町 9.8貸 家
●4LDK）1階：LDK16・和4.5
　　　　 2階：洋9・洋5・洋4.5・WIC
●135㎡　●車2台（縦列）
●木造2階建　●平成16年12月築
●給湯・シャワー・暖房洗浄便座・SD・
　TVドアホン

万
円

ユニバーサルホーム

大村市池田1丁目 3.5貸アパート
「ユリアハイツB棟」
●JR諏訪駅徒歩11分　●1K）洋8・K4
●31.45㎡　●車1台込
●木造2階建　●平成2年3月築
●給湯・シャワー・エアコン・
　防犯カメラ付

万
円

貸アパート 万
円3.9

「メゾン・オブ・フレンズ」
●JR諫早駅徒歩15分
●1K）洋9・K　●29.81㎡　●車1台込
●木造2階建　●平成10年2月築
●給湯・シャワー・エアコン

泉 町

貸アパート 万
円6.6山川町

「グランテラス西諫早」
●山川町バス停徒歩1分
●1LDK）洋4.5・LDK11.6　●39.75㎡
●車2台込（縦列）　●町費350円
●軽量鉄骨造2階建　●平成30年1月築
●給湯・シャワー・エアコン・暖房洗浄便座・
　コンロ（三口）・追焚・SD・TVドアホン

パナホーム

全戸満室

厚生町貸アパート
「Bleu aile pure」
●厚生町バス停徒歩4分
●2LDK)洋5.75・洋6・LDK10.5
●53.98㎡　●共益費2,000円
●駐車料4,000円　●軽量鉄骨造2階建
●平成21年12月築
●給湯・シャワー・エアコン・
　TVドアホン・
　暖房洗浄便座・
　IHヒーター

万
円6.0

セキスイハイム

オール電化

全戸満室

川内町貸アパート
「エトワール末吉B棟」
●半造橋バス停徒歩2分
●3K）和6・和6・洋・K4　● 53.41㎡
●車1台込　●木造2階建
●平成元年1月築　●給湯・シャワー

万
円3.6

外壁塗装中

貸アパート 雲仙市愛野町甲 万
円6.1

「グランコート愛野Ⅰ」
●島原鉄道愛野駅駅徒歩15分
●2LDK）洋5.3・洋4.8・LDK12.6
●53.98㎡　●車2台込（縦列）
●軽量鉄骨造2階建　●平成26年2月築
●給湯・シャワー・エアコン・SD・
　TVドアホン・暖房洗浄便座・追焚・
　IHヒーター

セキスイハイム

オール電化


