
第 446 号 （不動産の広告有効期限　5月末日）令和元年 5月 10 日（金）

サンクス諫早
2019.5.10 446

諫早開発不動産 TEL（0957）22-2406
諫早市栄町3番4号(公社)長崎県宅地建物取引業協会会員　長崎県知事免許（5）3060　九州不動産公正取引協議会加盟

FAX （0957）22-2407

諫早市  日の出町売 地 ●諫早市日の出町25-37
●宅地／273.33㎡（82.68坪）
●第一種低層住居専用地域
●建蔽率／50％　容積率／80％
●日の出公園バス停　徒歩3分
●建築条件ナシ

万
円850更 地

（公社） 7

価格

●交通／諫早駅 徒歩21分
●専有／55.25㎡
●間取／2LDK
　（和6・洋5.5・LDK14）
●敷金／1ヶ月
●駐車場／付無料
●構造／
　鉄筋コン2階建/1階
●築年月／
　平成6年1月
●設備／TVインターホン
　シャワー付洗面台
　温水洗浄便座・

〈仲介〉

諫早市  真崎町貸マンション
万
円6.0賃料

●交通／諫早駅 徒歩28分
●専有／46.37㎡
●間取／3K（和6・和4.5・洋6・K4）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／付無料
●構造／
　木造2階建/1階
●築年月／
　平成元年3月
●設備／
　一部フローリング・
　都市ガス

〈仲介〉

諫早市  真崎町貸アパート
万
円4.5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  ●駐車場／2台分
●築年月／平成元年1月
●備考／バルコニー・クロス張替済み・
　温水洗浄便座
　

1,600万
円

〈仲介〉

諫早市 多良見町売 家

●交通／JR喜々津駅 徒歩7分
●土地面積／165.29㎡
●建物面積／131.66㎡
●間取／3LDK（和6・洋12・洋8.7・LDK19）
●構造／木造2階建
●築年月／平成23年1月
●駐車場／有り無料
●備考／トイレ2ヵ所・温水洗浄便座・
　シャワー付洗面台・食器洗浄乾燥機・
　ウォークインクローゼット・室内物干し・
　TV付インターホン・ディンプルキー

2,600万
円

〈仲介〉

諫早市 天満町売 地

●交通／JR長崎本線諫早駅 徒歩10分
●土地面積／98.57㎡（29.81坪）
●第一種住居地域
●建ぺい率／60％　●容積率／200％
●備考／上下水道可・生活便利地・
　　　　現況駐車場

価格 600万
円

〈仲介〉

●交通／JR諫早駅
　徒歩9分
●専有／41.19㎡
●間取／2DK
　（和6.5・洋6.3・DK6）
●敷金／2ヶ月
●駐車場／付無料
●構造／木造2階建/1階
●築年月／平成16年10月
●設備／フローリング・
　シャワー付洗面台・
　温水洗浄便座・
　追炊機能浴室・CATV

〈仲介〉

諫早市  宇都町貸アパート
万
円5.3賃料

●交通／長崎県営バス
　本諫早駅前停 徒歩2分
●専有／80.22㎡
●間取り／4DK
　（1F：和6・DK6.75
　  2F：和6・洋5・洋4.5）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／付無料
●構造／木造2階建
●築年月／平成元年4月
●備考／バストイレ別・
　シャワー・給湯

〈仲介〉

諫早市  野中町貸アパート
万
円5.0賃料

〈仲介〉

諫早市  小船越町貸アパート
万
円5.5賃料

●交通／JR西諫早駅 徒歩19分
●専有／40.57㎡
●間取／1LDK
　（洋6・LDK10.5）
●敷金／2ヶ月
●駐車場／付無料
●構造／木造
　2階建/2階
●築年月／
　平成11年12月
●設備／
　フローリング・
　シャワー付洗面台・
　CATV・玄関収納

〈仲介〉

諫早市  小船越町貸アパート
万
円4.5賃料

●交通／JR西諫早駅 徒歩22分
●専有／31.47㎡
●間取／1DK
　（洋6・DK6・ロフト1.5）
●敷金／2ヶ月
●駐車場／付無料
●構造／木造2階建/1階
●築年月／
　平成12年2月
●設備／フローリング・
　シャワー付洗面台・
　CATV

●交通／JR諫早駅 徒歩9分
●専有／87.57㎡
●間取／3LDK
　（和6・和6・洋6・LDK15）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／付無料（屋内）
●構造／
　鉄筋コン4階建/1階
●築年月／
　平成4年3月
●設備／バストイレ別・
　洗面化粧台・
　温水洗浄便座

〈仲介〉

諫早市  天満町貸アパート
万
円8.2賃料

●交通／JR諫早駅 徒歩4分
●専有／92.03㎡
●間取／3LDK（和4.5・和4.5・洋5.6・LDK23）
●敷金／3ヶ月
●駐車場／
　敷地内6,000円
●構造／鉄骨鉄筋
　10階建/9階
●築年月／
　平成9年5月
●設備／最上階・
　シャワー付洗面台・
　温水洗浄便座・
　対面式キッチン・
　リビング吹抜け・

〈仲介〉

諫早市  永昌東町貸マンション
万
円11.5賃料

価格

1F

2F

1F

2F

1F

2F

8

〒854-0061 諫早市宇都町７-３　

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 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／2,241㎡
　（677.9坪） 
■用途地域／無指定
■地目／畑
■容積率／無制限
■都市計画区域外
■交通／JR小長井駅徒歩24分
■農地法　転用許可要

売地 600万円小長井町井崎

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

万
円

■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飯盛町平古場

建築条件付

売家 1,740万
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

売家 1,700万
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 880万
円

■土地／259㎡（78.34坪）
■建物／117.32㎡
■間取／1F：和8・和6・和6・DK6
　　　　2F：和6・洋4.5・洋4.5
■構造／木造2階建
■築年月／平成元年10月
■設備／水洗、エコ給湯
■交通／峰バス停 徒歩3分
■備考／リフォーム履歴あり

■土地／259㎡（78.34坪）
■建物／117.32㎡
■間取／1F：和8・和6・和6・DK6
　　　　2F：和6・洋4.5・洋4.5
■構造／木造2階建
■築年月／平成元年10月
■設備／水洗、エコ給湯
■交通／峰バス停 徒歩3分
■備考／リフォーム履歴あり

森山町

■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

（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

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

■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

売地 1,253万
円

■土地／230.19㎡（69.63坪）
■用途／第1種低層住居専用地域
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■交通／美南の丘バス停
　　　　　　　 徒歩1分
■その他／上下水道・
　進入路・造成予定

■土地／230.19㎡（69.63坪）
■用途／第1種低層住居専用地域
■建ぺい率／50％
■容積率／80％
■交通／美南の丘バス停
　　　　　　　 徒歩1分
■その他／上下水道・
　進入路・造成予定

小川町

建築条件付

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

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
太陽光発電・エネファーム併用

築5年

現況と間取図が異なる場合、現況を優先します。
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※現況と間取図が異なる場合、現況を優先します。

■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 1,830万
円小船越町

新価格

売地 636万円永昌町

建築条件付

■土地／123.74㎡
　（37.43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

※現況と間取図が異なる場合、
現況を優先します。

■土地／503.00㎡（152.15坪）
■建物／135.94㎡（41.12坪）
■用途／無指定　■地目／宅地
■構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
■築年月／平成8年
■設備／簡易水洗・車庫・倉庫付
■倉庫／28.09㎡（平成9年築）軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺

■土地／503.00㎡（152.15坪）
■建物／135.94㎡（41.12坪）
■用途／無指定　■地目／宅地
■構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
■築年月／平成8年
■設備／簡易水洗・車庫・倉庫付
■倉庫／28.09㎡（平成9年築）軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺

売家 980万
円小長井町

1F

2F

転用許可要

1F

2F

■土地／764.06㎡

　（231.12坪） 

■用途地域／無指定

■地目／宅地

■交通／

　大門バス停徒歩10分

売地 400万円飯盛町川下

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

オペレーター
募集!!

●募集人員：①社員 1名　 ②パートタイム 1名
●給　与：①月150,000～180,000円（残業手当等諸経費除く手取金額）
　　　 　②時間給800円
●経　験：経験者歓迎、未経験者可
●勤務地：①本社　②本社または第二工場
●休　日：①月7休～9休（当社業務カレンダーに準ずる）
　　　　 ②金・土・日・祝（週4日勤務）
●時　間：①08：30～17：20（実働7.20時間）
　　　 　②13：00～18：15（実働5時間）

仕事
内容

● A全版UV印刷機

LED-UV乾燥印刷機導入の為
● 社員1名　 ● パート1名

①多色機を使用し、各種印刷物の印刷、但し流れ作業では無く、１点１点
　違った印刷を創作するので興味深いと思います。
②パート

随時面談
いたします。

（2019年のみ）

5.1
5.2

天皇即位の日

5.3 憲法記念日
国民の祝日

5.4
5.5

みどりの日
こどもの日

5.6 振替え休日

5.1
5.2

天皇即位の日

5.3 憲法記念日
国民の祝日

5.4
5.5

みどりの日
こどもの日

5.6 振替え休日
（2019年のみ）

MayMayMayMay

ビフォービフォー

アフターアフター



（不動産の広告有効期限　5月末日） 令和元年 5月 10 日（金） 第 446 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 小川町
■木造セメント瓦葺
　2階建/2階（角部屋）
■2DK（和6・和6・DK10）
■敷金／3ヶ月
■共益費／1,000円
■駐車場／1台込
■小川町バス停 徒歩3分
■LPガス・簡易水洗・シャワー・
　給湯

（仲介） 4.0万円

貸店舗 東本町
■鉄骨造3階建/2階
■専有面積／28㎡
■敷金／1ヶ月
■共益費／3,000円（水道代込）
■諫早局前バス停 徒歩1分
■都市ガス・水洗・トイレ
　※居抜き可

（仲介） 7.0万円

貸マンション 厚生町
■鉄骨陸屋根4階建/3階（角部屋）
■2DK（洋6・洋6・DK7）
■敷金／2ヶ月
■駐車場／1台込
■昭和通りバス停 徒歩3分
■都市ガス・水洗・給湯・
　シャワー・洗髪洗面化粧台・
　ベランダ
※CATV利用料/月額2,160円

（仲介） 4.3万円

貸アパート 泉町
■木造瓦葺平屋建
■2K（和6・洋6・K1.5）
■敷金／3ヶ月
■駐車場／空きなし
■泉町バス停 徒歩4分
■都市ガス・簡易水洗・給湯・
　シャワー・温水洗浄便座

（仲介） 3.2万円

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）

貸マンション 厚生町
■鉄骨陸屋根4階建/3階
■3LDK
　（和6・和4.5・洋3・LDK13.5）
■敷金／3ヶ月
■駐車場／1台込
■昭和通りバス停 徒歩3分
■都市ガス・水洗・給湯・
　シャワー・ベランダ
※CATV利用料/月額2,160円

（仲介） 5.0万円

貸店舗 幸町
■木造セメント瓦葺2階建
■専有面積／70.53㎡
■敷金／6ヶ月
■駐車場／縦列2台
■昭和通りバス停 徒歩2分
■都市ガス・トイレ
　※居抜き可
　※焼き鳥店即営業可
■5月下旬退去予定

（仲介） 8.0万円

貸マンション 八天町
■鉄筋コンクリート6階建/6階
■1LDK（洋6・LDK12.2）
■礼金／1.5ヶ月
■駐車場／1台込
■竹の下バス停 徒歩2分
■都市ガス・水洗・給湯・
　シャワー・エアコン・浴室乾燥機・
　ベランダ・システムキッチン（コンロ付）
　下駄箱・ペアガラス・エレベーター・
　オートロック・モニター付インターホン

（仲介） 6.2万円

貸事務所 幸町
■鉄筋コンクリート造4階建/2階
■専有面積／253㎡
■敷金／3ヶ月
■駐車場／10台程度駐車可
■厚生町バス停 徒歩1分
■トイレ・エレベーター
■6月下旬退去予定

（仲介） 25.0万円
（税込）

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）

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％
■福田神社前バス停 徒歩6分
■地目／宅地

（仲介）

2,100価格 万円

売地 福田町
■土地／252.95㎡
　（76.51坪）
■第一種住居専用地域
■建ぺい率／60％　
■容積率／200％
■福田神社前バス停 徒歩1分
■地目／宅地

（仲介）

1,800価格 万円

売地 山川町
■土地／371.81㎡
　（112.47坪）
■第一種低層住居専用地域
■建ぺい率／50％　
■容積率／80％
■山川町バス停 徒歩3分
■地目／宅地　■賃貸中
※古家付 （仲介）

1,800価格 万円

 価格2,000 万円 ※現況を優先します。

■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

金谷町分譲地売 地

 価格1,280万円～（仲介）

※面積増減の可能性あり

■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

貝津町分譲地売 地

 価格1,120万円～（仲介）

※面積増減の可能性あり

　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。

　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。

■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

真崎町分譲地売 地

 価格956万円～（仲介）

（仲介）

川床町売 家

1F1F

2F2F

■土地／669.34㎡（202.47坪）
■建物／217.42㎡（65.76坪）
■間取／6LDK（1F：和6・和10・洋6・LDK10
　　　　　　　2F：和8・洋6・洋8 ）
■構造／木造瓦葺2階建　■築年／H1年1月
■交通／川床バス停 徒歩6分　■引渡し／即時
■その他／付属建物あり（車庫・物置）
　　　　　市街化調整区域、浄化槽水洗

1,980価格 万円 ※現況を優先します。

 価格 2,190 万円

※現況を優先します。

■土地／167.88㎡（50.78坪）
■建物／91.08㎡（27.55坪）
■間取／4LDK（1F：和4.5・LDK14
　　　　　　　　2F：洋6・-洋6・洋6）
■構造／木造2階建
■築年／H28年6月
■交通／JR諏訪駅 徒歩20分
　　　　池田バス停 徒歩10分
■引渡し／2019年10月頃
■駐車場／3台分

大村市池田2丁目売 家

（仲介）

1F 2F

ポーチ

バルコニー

■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6.5）
■構造／木造瓦葺2階建
■築年／H2年6月
■交通／ひばりが丘バス停 徒歩4分
■引渡し／即時
■その他／駐車2台可

小川町売 家

（仲介）

 価格 450 万円

※現況を優先します。

■土地／136.96㎡（41.43坪）
■建物／81.98㎡（24.79坪）
■間取／3LDK（1F：和6・LDK12
　　　　　　 　2F：和6・洋6）
■構造／木造瓦葺2階建
■築年／S60年5月
■交通／日の出町公園前バス停
　　　　徒歩3分
■引渡し／即時
■その他／駐車1台分
※リフォーム要

日の出町売 家 （仲介）

1F1F
2F2F1F1F

2F2F

済
平山町売 家

 価格 1,730万円
（仲介）

■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・DK6）
■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／相談
■駐車場1台分（増設可）

※現況を優先します。


