
〒882-0856
延岡市出北2丁目14番19号
宮崎県知事（10）第2927号 《仲介》

宮崎でお部屋探しするなら宮崎賃貸ナビ!

http：//www.miyazaki-chintai.com/

ｊｕｔａｋｕ

住宅
宮崎で住宅を探すなら宮崎住宅ナビ!

http：//www.miyazaki-jutaku.com/
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不動産で悩んだら
まずはご相談を！！

相場を
知りたい

査定を
して欲しい

物件を
売りたい

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｔａｉｋｏ-ｎｏｂｅｏｋａ.ｃｏｍ 〈営業日〉□月～金曜日／ 9:00～19:00
□土･日・祝日／10:00～18:00 21-4141 広告有効期限

10月26日木売買物件大募集!! 不動産でお悩みの方、まずはご相談を!!

●土　地　320.00㎡（96.80坪）
●交　通　旭ヶ丘入口バス停徒歩3分
●用途地域　第1種住居地域、60％/200％
●道　路　南7.5ｍ（間口10.5m）
●坪単価　120,900円 土地109

1,170万円旭ヶ丘
4丁目

●土　地　184.00㎡（55.66坪）
●交　通　旭ヶ丘入口バス停徒歩5分
●用途地域　第1種住居地域、60％/200％
●道　路　南10m（間口9.5m）・東6m（間口19m）
●坪単価　125,800円

700万円旭ヶ丘
5丁目

土地 42

中古 01

●土　地　285.00㎡（86.21坪）
●建　物　91.82㎡（27.77坪）
●交　通　一ヶ岡バス停徒歩4分
●構　造　軽量鉄骨造スレート葺1階建
●築年月　昭和47年1月
●道　路　西15m

1,300万円南一ヶ岡
2丁目

●土　地　174.00㎡（52.63坪）
●交　通　櫛津バス停徒歩5分
●用途地域　第1種住居地域、60％/200％
●道　路　南西4.5ｍ（間口9.25m）・北西6m（間口8.04m）
●坪単価　104,500円

550万円土々呂町
5丁目

土地208

●土　地　303.40㎡（91.77坪）
●交　通　平田病院前バス停徒歩2分
●用途地域　準工業地域、60％/200％
●道　路　西5.8m（間口15.2m）
●坪単価　80,100円

735万円土々呂町
4丁目

土地 43

マンション 08

●建　物　86.46㎡（26.15坪）※専有面積
●交　通　中央通1丁目バス停徒歩2分
●構　造　鉄筋コンクリート造陸屋根15階建
●築年月　平成22年9月
●間　取　3LDK
●校　区　延岡小（750m）・岡富中（600m）
●管理費　8,950円
●修繕積立金　4,400円
●駐車場　7,000円
●取引態様　媒介

（3階部分）

●建　物　86.46㎡（26.15坪）※専有面積
●交　通　中央通1丁目バス停徒歩2分
●構　造　鉄筋コンクリート造陸屋根15階建
●築年月　平成22年9月
●間　取　3LDK
●校　区　延岡小（750m）・岡富中（600m）
●管理費　8,950円
●修繕積立金　4,400円
●駐車場　7,000円
●取引態様　媒介

（3階部分）

中古マンション中古マンション北町1丁目北町1丁目

2,100万円2,100万円3LDK

（9階部分）

※専有面積

マンション 07

●建　物　62.86㎡（19.01坪）
●交　通　大貫4丁目バス停徒歩1分
●構　造　鉄筋コンクリート造陸屋根11階建
●築年月　平成2年12月
●道　路　北10m

1,150万円大貫町
4丁目

管理費/6,400円・修繕積立金/3,200円・駐車場/3,500円

1,850万円伊形町
●土　地　356.00㎡（107.69坪）
●交　通　大福良団地バス停徒歩1分
●用途地域　第1種住居地域、60％/200％
●道　路　北16m（間口18.7m）
●坪単価　171,800円 土地 77

中古 21

●土　地　156.51㎡（47.34坪）
●建　物　99.70㎡（30.15坪）
●交　通　市振公民館まで徒歩7分
●構　造　木造瓦葺2階建
●築年月　平成元年12月
●道　路　南2.9ｍ

480万円北浦町
市振 1,100万円粟野名町

●土　地　419.82㎡（126.99坪）
●交　通　柚の木田公民館前バス停徒歩10分
●用途地域　工業地域、60％/200％
●道　路　東4.4m（間口12m）
●坪単価　86,600円 土地 29

150万円佐野町
●土　地　350.00㎡（105.87坪）
●交　通　工内バス停徒歩10分
●用途地域　指定のない区域
●道　路　北東4.8m（間口10.3m）
●坪単価　14,200円 土地170

650万円行縢町
●土　地　797.48㎡（241.23坪）
●交　通　中原バス停徒歩2分
●用途地域　指定のない区域
●道　路　東4m（間口4m）
●坪単価　26,900円 土地182

●土　地　307.94㎡（93.15坪）
●交　通　若葉バス停徒歩2分
●用途地域　第2種中高層住居専用地域、60％/200％
●道　路　南3.6ｍ（間口21.17m）
●坪単価　69,800円 ※セットバック 土地202

650万円若葉町
1丁目

●土　地　305.00㎡（92.26坪）
●交　通　緑ヶ丘バス停徒歩1分
●用途地域　第2種中高層住居専用地域、60％/200％
●道　路　西3.9ｍ（間口10.3m）
●坪単価　108,400円 土地188

1,000万円緑ヶ丘
4丁目

★リノベーション物件です!!

洋13、K4、洋W、33.12㎡
昭和63年5月築、ガス給湯風呂
シャワー、エアコン
駐1台込、共益費込
礼金5万円、　3.192万円
区費600円、管理費300円
土々呂公園前バス停徒歩3分

保

■学校区
土々呂小
土々呂中3.9万円土々呂町

1丁目
1
Ｋ

★東小学校目の前です!!

和6、洋6、洋4.5、DK6、洋W
45.44㎡、平成2年3月築
ガス給湯風呂、シャワー
駐縦列2台込
共益費込、礼金4.5万円
   3.624万円、管理費300円
東小前バス停徒歩1分
保

■学校区
東　小
延岡中

3
D
K4.5万円出 北

6丁目

★高台にあります!!

洋6、洋4.5、K4、洋W
32.36㎡、昭和45年1月築
ガス給湯風呂、シャワー
エアコン、駐1台込
共益費込、礼金8万円
   3.224万円、管理費300円
延岡駅前バス停徒歩4分
保

■学校区
旭　小
旭　中

2
K4.0万円山下町

3丁目

★閑静な住宅街にあります!!

和4.5、和4.5、和4.5、K3、
洋W、44.80㎡、
昭和29年8月築
ガス給湯風呂、シャワー
敷金10.2万円
   2.72万円、管理費300円
東出北バス停徒歩8分
保

■学校区
東　小
延岡中

3
K3.4万円浜 砂

2丁目

★2階角部屋です!!

和6、DK6、洋W
32.76㎡、平成元年8月築
ガス給湯風呂、シャワー
共益費込、礼金8.4万円
   2.512万円、管理費300円
北門通りバス停まで徒歩4分
保

■学校区
恒富小
延岡中

1
D
K2.8万円中島町

2丁目

★敷金、礼金、仲介手数料ゼロ!!

和6、洋6、洋6、DK6、洋W
59.62㎡、平成7年8月築
ガス給湯風呂、シャワー
エアコン、駐1台込
共益費込、区費500円
   4.264万円、管理費300円
出北バス停まで徒歩1分
保

■学校区
東　小
延岡中

3
D
K5.3万円出 北

2丁目

★閑静な住宅街にあります!!

和6、和4.5、K4.5、洋W
30.30㎡、昭和54年6月築
ガス給湯風呂、シャワー
共益費込、礼金5.6万円
   2.264万円、管理費300円
旭中入口バス停まで徒歩5分
保

■学校区
旭　小
旭　中

2
Ｋ2.8万円富美山町

3
Ｋ4.2万円塩浜町

2丁目

■学校区
南　小
南　中

★戸建てになります!!

保

和6、洋6、洋4.5、K4.5
洋W、49.04㎡
昭和63年6月築
ガス給湯風呂、シャワー
駐1台込、共益費無
礼金4.2万円、    3.36万円
塩浜3丁目バス停徒歩4分

★流し台、浴槽、洗面台
　新品です!!

和6×2、和4.5、洋6×3、DK6
洋W、106.67㎡、昭和48年6月築
ガス給湯風呂、シャワー
駐1台込、共益費無
礼金11万円、　4.4万円
若葉バス停徒歩2分

保

5.5万円若葉町
1丁目
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■学校区
南　小
南　中


