
第 440 号 （不動産の広告有効期限　11月末日）平成 30年 11 月 2日（金）

サンクス諫早
H30.11.2 440

無料体験会
iPad 入門講座

タブレットで暮らしを便利に
初心者を対象にした、iPad無料体験会を開催します。

タブレットに触れることの楽しさを感じて、
親しみやすい雰囲気で。

11月13日(火) 10:00~11:30
11月19日(月) 10:00~11:30
諫早市健康福祉センター

［主催］ 地域IT促進協会 長崎支部
　　　大村市木場1-794-6

月～金：10：00～18：00  ※土・日・祝日は休み

日 時

場 所

※右記日程のどちらを希望するか伝えてください。

1日限定8人 60歳以上歓迎

0120-01-6868問 い 合 わ せ
体験会の予約は

大好評

大村市寿古町 813-1
tel:0957-55-4850長崎スコーコーヒーパーク

1コインセット……………………￥500
コーヒープリン 小さなパフェ ホットケーキ

新登場！！ ソフトクリーム

※ホットコーヒーはおかわりもＯＫなんです！

ホットコーヒーが美味しい季節♡
長崎スコーコーヒーパークレストランでは,ちょっと小さ目のスイーツと、
ハンドドリップのコーヒーがセットになって１コインでお召し上がり頂けます。
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●交通／JR西諫早駅徒歩19分
●専有／53.82㎡
●間取／2LDK
　（洋5.7・洋5.7・LDK12.7）
●敷金／2ヶ月
●駐車場／あり
●構造／軽量鉄骨造
　2階建/2階
●築年月／平成5年8月
●設備／都市ガス・
　シャワー付洗面台・
　TVインターホン・
　温水洗浄便座・
　ネット使用料無料・リフォーム済

諫早市  小船越町貸アパート

〈仲介〉

万
円5.7賃料

価格

〈仲介〉

価格

諫早市 真崎町売 家

●交通／JR諫早駅徒歩21分
●土地面積／143.00㎡（43.25坪）
●建物面積／171.96㎡（52.01坪）
●間取／5LDK
　   　和4.5・和6・洋6.5・洋13.5・
　　   洋15.9・LDK14.8
●構造／RC造地下付2階建
●築年月／平成12年1月
●駐車場／2台分
●現況／所有者居住中
●引渡日／相談
●備考／水道・LPガス・
　合併浄化槽

万
円1,830

●交通／JR諫早駅徒歩14分
●専有／67.90㎡
●間取／3K
　（洋6・洋6・和6・K）
●敷金／3ヶ月
●共益費／500円
●駐車場／あり
●構造／木造2階建/
　1階～2階
●築年月／平成6年3月
●設備／LPガス・
　上、下水道・シャワー・
　給湯

〈仲介〉

諫早市  城見町貸アパート
万
円5.0賃料

諫早市  小船越町貸マンション

〈仲介〉

万
円5.0賃料

●交通／JR西諫早駅徒歩17分
●専有／62.89㎡
●間取／3LDK（和6・和6・和4.5・LDK13.5）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／あり
●構造／軽量鉄骨
　2階建/1階
●築年月／
　昭和63年11月
●設備／
　CATV／月2,160円・
　シャワー付洗面台・
　駐車場２台可・
　クッションフロア・内装リフォーム済

諫早市  日の出町
万
円4.0賃料

〈仲介〉
●交通／JR諫早駅
　徒歩24分
●専有／54.55㎡
●間取／3K（和6・和6・洋6・K4）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／なし
●構造／
　木造2階建/1～2階
●築年月／昭和59年2月
●設備／バルコニー・
　洗面化粧台・即入居可・
　駐車２台可・
　一部フローリング

諫早市  小船越町貸アパート貸アパート

〈仲介〉

万
円4.5賃料

●交通／JR西諫早駅徒歩11分
●専有／51.84㎡
●間取／3DK
　（和6・和6・
　  洋4.5・DK6）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／あり
●構造／
　軽量鉄骨造
　2階建/1階
●築年月／
　昭和61年3月
●設備／LPガス・上下水道・給湯・シャワー・
　CATV・下駄箱

●交通／JR諫早駅　徒歩20分
●専有／55.28㎡
●間取／2LDK
　（和6・和6・LDK10.5）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／あり
●構造／軽量鉄骨
　2階建/2階
●築年月／平成6年8月
●設備／バルコニー・
　フローリング・
　洗面化粧台・
　巡回管理

諫早市  小船越町貸アパート

〈仲介〉

万
円5.0賃料

●交通／
　 貝 津 団 地 入 口
　バス停徒歩2分
●専有／48.44㎡
●間取／2DK
　（和6・洋5.7・
　  DK9.6）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／あり
●構造／
　木造2階建/1階
●築年月／
　平成13年12月
●設備／都市ガス・上、下水道・給湯

諫早市  貝津町貸アパート

〈仲介〉

万
円5.5賃料

●交通／JR西諫早駅徒歩19分
●専有／40.57㎡
●間取／2DK
　（和6・洋6・
　  DK7.75）
●敷金／2ヶ月
●駐車場／あり
●CATV／2,160円
●町費／500円
●構造／
　木造2階建/1階
●築年月／
　平成11年12月
●設備／エアコン・シャワー付洗面台・CATV

諫早市  小船越町貸アパート

〈仲介〉

万
円5.5賃料

●交通／JR西諫早駅徒歩20分
●専有／46.44㎡
●間取／1LDK
　（和6・LDK13.5）
●敷金／2ヶ月
●駐車場／あり
●構造／
　木造2階建/2階
●築年月／
　平成7年7月
●設備／バルコニー・
　フローリング・
　CATV・
　エアコン２台

諫早市  白岩町貸アパート

〈仲介〉

万
円5.0賃料

諫早市  栄町貸マンション

〈仲介〉

万
円11.5賃料

●交通／島鉄本諫早駅徒歩7分  ●専有／84.97㎡
●間取／3LDK（和6・洋8・洋7.7・LDK19.8）
●敷金／3ヶ月　●町費／900円
●駐車場／1台付（2台目別途10,000円）
●構造／鉄筋コンクリート造15階建/4階
●築年月／H20年10月
●設備／
　シャワー付洗面台・
　温水洗浄便座・　　
　EV・オール電化・
　IHクッキング
　ヒーター・
　24時間換システム・
　駐輪場

●交通／JR諫早駅徒歩22分
●専有／53.82㎡
●間取／3DK
　（和6・洋6・
　  洋6・DK7.5）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／あり
●CATV／2,160円
●町費／500円
●構造／軽鉄骨
　　2階建／1階
●築年月／平成2年1月
●設備／温水洗浄便座・シャワー付洗面台・
　クッションフロア・駐車場２台無料・都市ガス

諫早市  真崎町貸アパート

〈仲介〉

万
円5.0賃料

●交通／県営バス女乙石停 徒歩9分
●専有／53.82㎡
●間取／3LDK
　（和6.5・和4.5・
　洋5.7・DK9.7）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／あり
●CATV／2,160円
●町費／500円
●構造／
　軽鉄骨2階建/2階
●築年月／
　平成5年9月
●設備／バストイレ別・シャワー・給湯・フローリング

諫早市  小船越町貸アパート

〈仲介〉

万
円5.0賃料

諫早市 栄田町売 家

●交通／JR諫早駅徒歩20分
●土地面積／281.08㎡
●建物面積／114.67㎡
●間取／5DK（和6・和6・和6・洋6・洋6・DK8）
●構造／木造2階建
●築年月／平成元年1月
●駐車場／2台分
●備考／バルコニー・温水洗浄便座

1,600万
円

済済

済
済

済

済

◎40戸連たん適用地
◎残りあと１宅地!（２号地）
◎市街地近し!
◎陽当たり良好!

諫早市 天満町売 地

●交通／JR諫早徒歩15分
●土地面積／213.98㎡
●市街化調整区域
●建ぺい率／60％
●容積率／100％
●設備／公営水道、個別浄化槽、
　オール電化
●条件／本宅地は一条工務店の
　建築条件になります。
※合併浄化槽設置義務
　浄化槽補助金対象地域に
　なります。

価格 1,080万
円

〈仲介〉

8

〒854-0061 諫早市宇都町７-３　

売家 4,180万
円

■土地／219.19㎡（66.30坪）
■建物／150.1㎡（45.40坪）
■用途／第1種低層住居専用地域
■間取／
　１F：洋7・和2・洋5・LDK19
　 2F：洋12.5・洋7.5・洋7
■構造／軽量鉄骨瓦葺2階建
■築年月／平成26年1月
■設備／都市ガス、床暖房、
　太陽光発電、エネファーム
■交通／堀の内東バス停徒歩4分

■土地／219.19㎡（66.30坪）
■建物／150.1㎡（45.40坪）
■用途／第1種低層住居専用地域
■間取／
　１F：洋7・和2・洋5・LDK19
　 2F：洋12.5・洋7.5・洋7
■構造／軽量鉄骨瓦葺2階建
■築年月／平成26年1月
■設備／都市ガス、床暖房、
　太陽光発電、エネファーム
■交通／堀の内東バス停徒歩4分

大さこ町

売地 天満町 1,100万
円

■土地／361.32㎡（95.68坪）
■用途／第一種低層住居
　専用地域
■地目／宅地
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■交通／病院前バス停
　徒歩8分
■備考／上水道、
　下水前面道路あり

売地 大村市武部町 700.7万
円

■土地／165.47㎡（50.05坪）
■用途／第一種低層住居専用地域
■地目／宅地
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■交通／大村駅 徒歩7分
■設備／上下水道、電気
■備考／一部土砂災害警戒
　　　　区域あり眺望良好

■土地／506.97㎡
　（153.35坪）
■用途／無指定
■地目／宅地
■交通／早見バス停
　徒歩5分
■校区／有喜小・有喜中

売地 600万円早見町

■土地／266.25㎡
　（80.54坪）
■用途／準工業地域
■地目／宅地
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■交通／半造バス停
　徒歩2分

売地 980万円川内町

■土地／352㎡
　（106.48坪）
■用途／無指定
■市街化調整区域
■地目／畑
■建ぺい率／60％
■容積率／100％
■備考／40戸連たん申請要
■交通／日の出公園前
　バス停徒歩5分

売地 580万円目代町

■土地／272㎡
　（82.28坪） 
■地目／宅地
■都市計画区域外
■備考／水道引込必要
■交通／
　JR小江駅徒歩22分

売地 100万円高来町西平原

■土地／764.06㎡
　（231.12坪） 
■用途地域／無指定
■地目／宅地
■備考／古家解体予定
■交通／
　大門バス停徒歩10分

売地 400万円飯盛町川下

売家 2,000万円
■土地／213.26㎡（64.51坪）
■建物／125.04㎡（37.82坪）
■間取／和5・洋11・洋9・LDK18
■構造／軽量鉄骨造2階建
■築年月／平成12年4月新築
■設備／オール電化、水洗
■現況／賃貸中
■交通／青葉台バス停徒歩2分

■土地／213.26㎡（64.51坪）
■建物／125.04㎡（37.82坪）
■間取／和5・洋11・洋9・LDK18
■構造／軽量鉄骨造2階建
■築年月／平成12年4月新築
■設備／オール電化、水洗
■現況／賃貸中
■交通／青葉台バス停徒歩2分

青葉台

オーナーチェンジオール電化

売地 921万円永昌町

建築条件付

■土地／179.12㎡
　（54.18坪） 
■用途／第一種住居地域
■地目／宅地  ■市街化区域
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■JR諫早駅徒歩12分
■備考／参考プランあり

■土地／179.12㎡
　（54.18坪） 
■用途／第一種住居地域
■地目／宅地  ■市街化区域
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■JR諫早駅徒歩12分
■備考／参考プランあり

■土地／179.12㎡
　（54.18坪） 
■用途／第一種住居地域
■地目／宅地  ■市街化区域
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■JR諫早駅徒歩12分
■備考／参考プランあり

売地 1,064万円小川町

建築条件付

■土地／206.95㎡
　（62.6坪） 
■用途／第一種低層住居地域
■地目／宅地
■市街化区域
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■小栗バス停徒歩1分

■土地／206.95㎡
　（62.6坪） 
■用途／第一種低層住居地域
■地目／宅地
■市街化区域
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■小栗バス停徒歩1分

■土地／206.95㎡
　（62.6坪） 
■用途／第一種低層住居地域
■地目／宅地
■市街化区域
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■小栗バス停徒歩1分

■土地／220.39㎡
　（66.66坪） 
■用途／無指定
■地目／宅地
■現況／造成済
■設備／水道引込あり、
　浄化槽要設置
■狩場バス停徒歩6分

売地 660万
円飯盛町平古場

建築条件付

売家 1,840万
円

■土地／580.65㎡（175.64坪）
■建物／149.76㎡（45.30坪）
■間取／和6・和8・洋12・洋12・LDK10
■構造／木造平屋建
■築年月／昭和63年4月新築
■設備／オール電化、水洗
■交通／島鉄吾妻駅
　徒歩11分

■土地／580.65㎡（175.64坪）
■建物／149.76㎡（45.30坪）
■間取／和6・和8・洋12・洋12・LDK10
■構造／木造平屋建
■築年月／昭和63年4月新築
■設備／オール電化、水洗
■交通／島鉄吾妻駅
　徒歩11分

雲仙市吾妻町大木場名

平成22年リフォーム済 オール電化

売マン
ション 480万円
■専有／74.96㎡（22.67坪）
■間取／和6・和6・和6・洋6・DK7
■管理費／3,000/月
■修繕積立金／13,000円/月
■構造／RC造5階建/5階
■築年月／昭和52年9月新築
■設備／都市ガス、水洗、
　ガス給湯
■交通／地区センター前
　バス停徒歩3分

■専有／74.96㎡（22.67坪）
■間取／和6・和6・和6・洋6・DK7
■管理費／3,000/月
■修繕積立金／13,000円/月
■構造／RC造5階建/5階
■築年月／昭和52年9月新築
■設備／都市ガス、水洗、
　ガス給湯
■交通／地区センター前
　バス停徒歩3分

白岩町

売地 899.3万
円

■土地／185.84㎡
　（56.21坪）
■用途／準住居地域
■市街化区域
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■交通／JR諫早駅
　徒歩9分
■設備／上下水道、
　都市ガス

■土地／185.84㎡
　（56.21坪）
■用途／準住居地域
■市街化区域
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■交通／JR諫早駅
　徒歩9分
■設備／上下水道、
　都市ガス

宇都町
※現況と間取図が異なる場合、現況を優先します。

新築建売 2,400万
円

■土地／121.81㎡（36.84坪）
■建物／78.66㎡（23.79坪）
■間取／洋7・洋6・洋4.5・LDK15.1
■構造／木造2階建
■築年月／平成30年10月完成予定
■設備／オール電化、ペアガラス、
　浴室換気付、浴室TV、TVインターホン、
　エアコン、ウッドデッキ
■交通／諫早局前バス停徒歩2分
■建築確認番号／
　第ERI-18021099号

■土地／121.81㎡（36.84坪）
■建物／78.66㎡（23.79坪）
■間取／洋7・洋6・洋4.5・LDK15.1
■構造／木造2階建
■築年月／平成30年10月完成予定
■設備／オール電化、ペアガラス、
　浴室換気付、浴室TV、TVインターホン、
　エアコン、ウッドデッキ
■交通／諫早局前バス停徒歩2分
■建築確認番号／
　第ERI-18021099号

■土地／213.11㎡（64.46坪）
■建物／108.21㎡（32.73坪）
■用途／第1種住居地域
■間取／1F：DK6・洋6・和6・和6
　　　　2F：和6・洋6
■構造／木造2階建
■築年月／昭和61年11月
■設備／IHコンロ、床暖房、浴室乾燥機付、都市ガス、
　簡易水洗（ウォシュレット付）
■備考／平成23年一部リフォーム済
■交通／ポリテクセンター長崎前バス停徒歩4分

し

■土地／213.11㎡（64.46坪）
■建物／108.21㎡（32.73坪）
■用途／第1種住居地域
■間取／1F：DK6・洋6・和6・和6
　　　　2F：和6・洋6
■構造／木造2階建
■築年月／昭和61年11月
■設備／IHコンロ、床暖房、浴室乾燥機付、都市ガス、
　簡易水洗（ウォシュレット付）
■備考／平成23年一部リフォーム済
■交通／ポリテクセンター長崎前バス停徒歩4分

し 東本町

オール電化 駐車複数台可能！！

※パースはイメージです。

1F
2F

売家 1,850万
円

■土地／253.99㎡（76.83坪）
■建物／129.62㎡（39.21坪）
■用途／第1種低層住居専用地域
■間取／1F：DK5.8・和4.5・和4.5・和6・洋12.8・S9
　　　　2F：和4.5・和6
■構造／
　木造2階建
■築年月／
　昭和47年10月
■設備／
　都市ガス、下水道
■交通／
　西諫早駅 徒歩4分

■土地／253.99㎡（76.83坪）
■建物／129.62㎡（39.21坪）
■用途／第1種低層住居専用地域
■間取／1F：DK5.8・和4.5・和4.5・和6・洋12.8・S9
　　　　2F：和4.5・和6
■構造／
　木造2階建
■築年月／
　昭和47年10月
■設備／
　都市ガス、下水道
■交通／
　西諫早駅 徒歩4分

馬渡町 売家 1,900万
円小船越町

■土地／554.58㎡
　（167.76坪） 
■地目／宅地
■都市計画区域外
■備考／古屋付、
　上下水道なし（引込可）
■交通／島鉄釜ノ鼻駅
　徒歩1分

売地 840万円森山町田尻

国道沿い

■土地／763.64㎡
　（231坪） 
■用途地域／無指定
■地目／雑種地
■都市計画／非線引区域
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■交通／
　日焼バス停徒歩6分

売地 230万円大村市中里町

新価格

（平成9年築18.43㎡）（平成9年築18.43㎡）

ログハウス付

■土地／762㎡
　（230.50坪） 
■用途地域／無指定
■地目／山林
■現況／宅地
■交通／開拓入口
　バス停徒歩18分

売地 480万円福田町

■土地／257㎡
　（77.74坪） 
■地目／田
■都市計画区域外
■備考／農地転用許可要
■交通／
　金崎バス停徒歩6分

売地 198万円高来町溝口

※参考プランイメージ

太陽光発電・エネファーム併用

新価格

早朝拳
紅友会
会員募集

●交通／鷲崎バス停徒歩1分
●敷金／1ヶ月　礼金／1.5ヶ月
●間取／和6・和4.5・洋6・DK7
●構造／木造2階建1・２階部分
●備考／給湯・シャワー・
　　　　都市ガス・
　　　　シャンプードレッサー

●交通／諫早駅徒歩12分
●敷金／1ヶ月　礼金／2ヶ月
●間取／和6・和6・洋6・DK6
●構造／木造2階建2階部分
●駐車場／1台無料
　　　　　（2台目5,000円）
●備考／給湯・シャワー・
　　　　都市ガス・CATV・
　　　　シャンプードレッサー

●交通／上祝崎バス停徒歩5分
●土地／528㎡（159.72坪）
●地目／山林
●用途／無指定地域
●建ぺい率／60％
●容積率／200％
●備考／水道交付金、
　　　　整備負担金を要す

諫早市鷲崎町貸アパート諫早市福田町貸アパート 諫早市栄田町貸アパート 大村市西部町売地

4.7万円4.6万円 4.3万円 400万円

★バス停目の前　★3DK
★バイパス沿いの
　日産プリンスの交差点そば

★諫早駅徒歩圏内
★3LDK
★キレイなお部屋です ●交通／

　　　　新湯崎バス停徒歩2分
●専有面積／80.42㎡（24.32坪）
●間取／和6・洋8.3・洋7.1・LDK11.7
●管理費／14,490円
●修繕積立金／6,930円
●構造／RC造12階建
●駐車場／1台
●築年／H10年３月　
●備考／付近には食料品店、
　　　　温泉足湯、グラウンドなどあり

雲仙市小浜町売マンション

1,678万円

★
正
面
眼
下
に
海
を

　眺
め
る
自
然
環
境

　と
の
共
存
生
活
！

★
日
当
良
好

坪単価
３万円

11階の
東角部屋

★
橘
湾
を
望
む
、

　温
泉
付
マ
ン
シ
ョ
ン
！

★
安
心
の
オ
ー
ト

　ロ
ッ
ク
付
！

★車2～3台駐車できる広さ！！
　来客用もあり！！
★車2～3台駐車できる広さ！！
　来客用もあり！！
●交通／福田町バス停徒歩2分
●敷金／1ヶ月　●礼金／1ヶ月
●間取／洋6・和6・和6・DK6
●構造／木造2階建2階部分
●築年月／H5年7月
●都市ガス・給湯・シャワー・
　シャンプードレッサー・駐輪場

和テイストに彩られた
　　　安らぎのスペース。

November

11.3 11.23文化の日 勤労感謝の日



（不動産の広告有効期限　11月末日） 平成30年11月2日（金） 第 440 号

売山林 福田町中山
■土地／4,093.78㎡

　　　　（1,238.36坪）

■市街化調整区域

■上中山バス停徒歩5分

（仲介）

300価格 万円

売地 長田町
■土地／588.62㎡
　　　　（178.05坪）
■市街化調整区域
■建ぺい率／60％ 
■容積率／100％
■東長田バス停 徒歩10分
■その他／40戸連たん区域
　古家解体渡し （仲介）

700価格 万円

売地 島原市有明町
■土地／297.52㎡
　（89.99坪）
■都市計画区域外
■大原バス停徒歩3分
■設備／
　浄化槽・プロパンガス

（仲介）

630価格 万円

売地 目代町
■土地／166.00㎡（50.21坪）
■都市計画区域外
■建ぺい率／70％
■容積率／400％
■下川頭バス停 徒歩2分
■地目／原野

（仲介）

200価格 万円

売店舗 飯盛町
■土地／1,091㎡（330.02坪）
■建物／341.14㎡（103.19坪）
■鉄骨造2階建
■H4年2月築
■飯盛団地入口バス停
　徒歩2分
■引渡し／相談
■駐車場約15台 （仲介）

価格3,500万円

貸アパート 高来町
■木造カラーガルバリウム鋼板
　2階建/2階
■1DK+ロフト（洋6・DK9.5・ロフト9）
■敷金／2ヶ月 ■共益費／2,000円
■駐車場／1台込
■JR湯江駅 徒歩7分
■LPガス・水洗・シャワー・給湯・
　エアコン・オートバス（追焚付）・
　洗髪洗面化粧台・温水洗浄便座・
　TVインターホン・下駄箱・ベランダ

（仲介） 4.5万円

貸アパート 永昌町
■木造瓦葺2階建/2階
■3DK（和6・和6・洋8・DK6）
■敷金／3ヶ月 ■共益費1,000円
■駐車場／縦列2台込
■乙女石バス停 徒歩2分
■都市ガス・水洗・給湯・
　シャワー・温水洗浄便座・
　下駄箱・ベランダ

（仲介） 6.6万円

貸アパート 幸 町
■木造2階建/1階
■1LDK（洋6・LDK11.5）
■礼金／1.5ヶ月
■共益費2,000円（+保健料相当700円）
■駐車場／1台込
■東厚生町バス停 徒歩3分
■島原鉄道幸駅 徒歩4分
■オール電化・水洗・電気温水器・シャワー・
　エアコン・温水洗浄便座・オートバス（追焚付）・
　カウンターキッチン（IH付）洗髪洗面化粧台・
　ベランダ・TVインターホン・角部屋

（仲介） 6.0万円

貸アパート 泉 町
■木造瓦葺2階建/2階
■2K（和6・和6・K）
■敷金／3ヶ月
■駐車場／1台込
■竹の下バス停 徒歩3分
■都市ガス・水洗・給湯・シャワー・
　エアコン

（仲介） 4.5万円

貸事務所 津久葉町
■鉄筋コンクリート造3階建/1階
■専有面積／約190㎡
■敷金／3ヶ月
■共益費／37,152円
■駐車場／1台3,240円（複数台契約可）
■ソフトウェアセンター前バス停徒歩5分
■〈共同施設〉給湯室・トイレ・
　エレベーター
　※諫早インター近く。工業団地内
　　大型トラック搬入可

（貸主） 34.4万円
（税込）

貸事務所 津久葉町
■鉄筋コンクリート造3階建/1階
■専有面積／約120㎡
■敷金／3ヶ月
■共益費21,700円
■駐車場／1台3,240円（複数台契約可）
■ソフトウェアセンター前バス停 徒歩5分
■エアコン・エレベーター
■〈共同施設〉給湯室・更衣室・トイレ・
　※諫早インター近く。工業団地内
　　大型トラック搬入可

（貸主） 23.5万円
（税込）

貸事務所 津久葉町
■鉄筋コンクリート造3階建/3階
■専有面積／約72㎡
■敷金／3ヶ月
■共益費／14,040円
■駐車場／1台3,240円（複数台契約可）
■ソフトウェアセンター前バス停徒歩5分
■エアコン・エレベーター
　〈共同施設〉給湯室・更衣室・トイレ
　※諫早インター近く。工業団地内
　　大型トラック搬入可　

（貸主）14.1万円
（税込）

貸店舗 東本町
■鉄骨造3階建/2階
■専有面積／約28㎡
■敷金／1ヶ月
■共益費／3,000円（水道代込）
■駐車場／なし
■諫早局前バス停徒歩1分
■都市ガス・水洗・トイレ・
　ミニキッチンエアコン・
　テーブルセット他

（仲介） 7.0万円

貸家 大村市久原
■木造スレート葺2階建
■4LDK（和6・洋6・洋6・
　　　　洋6・LDK15.5）
■敷金／３ヶ月
■駐車場／縦列2台込
■久原バス停 徒歩14分
■都市ガス・水洗・シャワー・
　給湯・洗髪洗面化粧台・
　ベランダ・庭

（仲介） 6.9万円

貸家 日の出町
■木造セメント瓦葺2階建
■4DK（和6・DK6・和6・
　　　　洋6・洋3）
■敷金／３ヶ月
■駐車場／2台込
■日の出町公園前バス停 徒歩3分
■都市ガス・簡易水洗・
　シャワー・ベランダ

（仲介） 5.5万円

貸アパート 小川町
■木造瓦葺2階建/2階
■3DK（和6・和6・洋6・DK7.5）
■敷金／3ヶ月 
■共益費／1,000
■駐車場／並列2台込
■ひばりヶ丘バス停　徒歩6分
■都市ガス・水洗・給湯・
　シャワー・温水洗浄便座・
　洗髪洗面化粧台・ベランダ

（仲介） 5.5万円

貸事務所 長野町
■木・鉄骨・軽量鉄骨造
　亜鉛メッキ鋼鈑葺2階建/1階
■専有面積／228.69㎡
■敷金／3ヶ月
■駐車場／10台程度駐車可
■大手橋バス停徒歩4分
■LPガス・簡易水洗・給湯・
　トイレ・給湯室・浴室・
　ベランダ

（仲介） 21.6万円
（税込）

平山町売 家

 価格 1,730万円

※現況を優先します。（仲介）

価格2,300万円

売 家 川床町

（仲介）

※現況を優先します。

■土地／669.34㎡（202.47坪）
■建物／217.42㎡（65.76坪）
■間取／6LDK
　  1F：和10・和6・洋6・LDK19
　  2F：和8・洋8・洋6
■木造瓦葺2階建　■H元年1月築
■川床バス停徒歩6分
■引渡し／即時
■市街化調整区域・浄化槽水洗・
　附属物件あり（車庫・物置）
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2世帯住宅可

■土地／169.18㎡～（51.17坪～）
■用途／第一種低層住居専用地域
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■養護学校前バス停 徒歩4分

■土地／167.55㎡～（50.68坪～）
■用途／第一種住居専用地域
■建ぺい率／60％
■容積率／200％
■横島バス停 徒歩3分

■土地／167㎡～（50.51坪～）　■用途／第一種中高層住居専用地域
■建ぺい率／60％　■容積率／200％　■金谷町バス停 徒歩3分

真崎町分譲地売 地 貝津町分譲地売 地 金谷町分譲地売 地

売地 福田町
■土地／433.23㎡
　（131.05坪）
■第一種低層住居専用地域
■建ぺい率／50％　
■容積率／80％
■福田神社バス停 徒歩6分
■地目／宅地

（仲介）

2,100価格 万円

■土地／306.39㎡（92.68坪）
■建物／114.74㎡（34.7坪）
■間取／4DK（和6・和8・和6・洋7・DK）
■木造セメント瓦葺平屋建
■S56年2月築
■公民館前バス停 徒歩4分
■引渡し／平成30年3月末
■駐車場1台分（増設可）

　この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に
㈱池田建設と建築請負契約を締結すること
を条件に販売します。この期間に建築請負契
約を締結されなかった場合は、土地売買契約
は白紙となり、受領した手付金等の土地代金
は全てお返しいたします。

　この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に㈱パナホーム長崎と建築請負契約を締結するこ
とを条件に販売します。この期間に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約
は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。

 価格844万円～

 価格1,120万円～  価格1,280万円～（仲介）

（仲介）

（仲介）

30年度
31年度

ブライダルグッズポケット

ブライダルグッズポケット内
［時間］ 11：00～18：00

ヘアメイク・着付け無料

卒業式袴レンタル無料

◆振袖　◆袋帯　◆長襦絆　◆帯〆　◆帯揚　
◆草履　◆重ね衿　◆衿芝　◆バッグ
◆羽毛ショール　◆裾除　◆きものバッグ
◆半衿　◆伊達〆　◆帯板2枚(前板･後板）
◆帯まくら　◆コーリンベルト　◆和装ベルト
◆四重仮紐　◆腰紐4本

￥49,800～

前撮りから成人 式 当 日 の
ヘアメイク＆着付けも

全て当店でできます!!

卒業式レンタル袴・成人式新作振袖展示会卒業式レンタル袴・成人式新作振袖展示会
成人式振袖レンタル
20点フルセット

11月10（土）11（日）・

上記日程以外でご来店ご希望の場合、事前にご予
約が必要です。ご予約がない場合、対応致しかね
ます。ご了承ください。　

着物一式&袴
セットプラン

［SET内容］
着物／草履／長襦袢／袴／袴下帯

15,000円～
（
税
抜
）

袴のみ
［SET内容］袴／袴下帯

8,000円～
（
税
抜
）

まずは、下記迄お電話下さい。面接日をお知らせします。面接時、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

●本社／大村市原町467-12
●第二工場／大村市福重町410
●福岡営業所／福岡市南区老司3-7-28

㈱　
0957－55-0371

◎募集人数：1名
◎仕事内容：印刷物全般に関する 営業活動
◎給与：200,000円～
◎経験：経験者優遇
◎勤務地：本社
　（本社／大村市原町467-12）

営業正社員募集！！

印刷オペレーター募集！！
◎募集人数：1名
◎仕事内容：印刷機（多色機）を使用し、各種印刷物の印刷
◎給与：150,000～180,000円
◎経験：経験者歓迎、未経験者可
◎勤務地：本社（本社／大村市原町467-12）
◎休日：月7休～9休（当社業務カレンダーに準ずる）

随時面談
いたします。

随時面談
いたします。


