
第 441 号 （不動産の広告有効期限　12月末日）平成 30年 12 月 7日（金）

サンクス諫早
H30.12.7 441

毎週金曜日はミンチの日！！

カルビ
コロッケ

販売中！！

半額
セール和牛ステーキ

焼肉・すき焼き が

8
12/

●
日
土

14
12/

●
日
金

数量に限りがありますのでお早目に！！

肉
屋
の

5倍
進呈

ポイント

12/8
限り

100円

98円

合挽きミンチ
（100g）

豚コマ　
（100g） ☎0957-55-7218

【営業時間】 9：00～19：00

揚げたておかずも！！

当店ポイントカード▶※写真はイメージです。

肉のハマサキ
〈JR竹松駅前〉

12月８日限り17：00までの営業時間です。

肉汁が溢れる
ハンバーグを
作る為のミンチ

毎日

（公社） 7

価格

〈仲介〉

価格

諫早市 小長井町売 家

●交通／JR長里駅徒歩11分
●土地面積／579.36㎡
●建物面積／134.09㎡
●間取／5DK
　   （和8・和8・洋6.6・洋6・洋8.5・DK6）
●構造／木造2階建（軸組工法）
●築年月／昭和61年2月
●駐車場／カースペース
●引渡日／相談
●備考／公営水道・個別LPガス・本下水

万
円650

●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  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

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／2ヶ月
●駐車場／あり
●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・
　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

◎40戸連たん適用地
◎残りあと１宅地!（1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13分
●土地面積／302.13㎡
●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 1,190万
円

〈仲介〉

〈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 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。

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

■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

■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

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
■用途／第一種低層住居専用地域■用途／第一種低層住居専用地域

万
円売地 921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

太陽光発電・エネファーム併用

売家 1,180
■土地／226.23㎡
　　　　（68.43坪）
■建物／119.02㎡
■間取／和6・和6・洋7・
　　　　洋5.5・LDK17
■構造／木造2階建
■築年月／平成3年4月
■交通／JR西諫早駅
　　　　徒歩30分
■設備／都市ガス・
　　　　簡易水洗

■土地／226.23㎡
　　　　（68.43坪）
■建物／119.02㎡
■間取／和6・和6・洋7・
　　　　洋5.5・LDK17
■構造／木造2階建
■築年月／平成3年4月
■交通／JR西諫早駅
　　　　徒歩30分
■設備／都市ガス・
　　　　簡易水洗

若葉町

築４年

1F

2F

洋7.5

洋7
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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。

文化の日

DecemberDecemberDecemberDecember

天皇誕生日12.23



（不動産の広告有効期限　12月末日） 平成30年12月7日（金） 第 441 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 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 高来町
■木造合金メッキ鋼板葺2階建/1階
■1R（洋13）
■敷金／2ヶ月 ■共益費／2,000円
■駐車場／1台2,000円
■JR湯江駅 徒歩3分
■オール電化・水洗・エアコン・下駄箱・
　3ヶ所給湯・シャワー・温水洗浄便座・
　オートバス・TV付インターホン・
　洗髪洗面化粧台・システムキッチン

（仲介） 3.6万円

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・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・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 西郷町
■木造瓦葺2階建
■6DK（1F:和6・和6・洋6・洋4.5
　　　DK7・広縁・2F：和6・洋8）
■敷金／4ヶ月
■駐車場／3台込（小型車）
■農高前バス停 徒歩4分
■都市ガス・水洗・シャワー・
　給湯・庭
　CATV利用料要 月額2,160円～

（仲介） 8.0万円

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（仲介）価格2,200万円

売 家 小川町

（仲介）

※現況を優先します。

■土地／742.48㎡（224.60坪）
■建物／193.93㎡（58.66坪）
■間取／5LDK
　1F：和6・和8・和6・L10・DK12・広縁
　2F：洋6・洋6・ベランダ
■木造瓦葺2階建　■H2年6月築
■ひばりが丘バス停 徒歩4分
■引渡し／即時
■駐車場2台可

■土地／191.68㎡～（57.98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956万円～

 価格1,120万円～  価格1,280万円～（仲介）

（仲介）

（仲介）

※現況を優先します。
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