◆ココがポイント◆

ワンストップ（一社完結なので、項目ごとに業者へ個別相談不要）

ゆりの不動産でリノベーション

住宅選定、リフォーム見積・施工、住宅ローン斡旋すべて当社で行うことができます。

塩浜町２丁目 ４ＤＫ＋Ｓ
総額

1,350万円

（売買価格５５０万円＋改修費用８００万円）
◎交通/
◎土地/
◎構造/
◎間取/

お支払い例 月々

３７，４８３円

ボーナス払い無

床平 バス停 徒歩７分
１６１．９５㎡（４８．９８坪）
◎建物/ ８５．５６㎡（２５．８８坪）
軽量鉄骨造 ２階建
◎築年/ 昭和５１年８月
１階：4.5和 ８DK ４S ２階：６和 4.5洋 4.5洋

外壁塗装・駐車場拡張
水回り一式新装・内装仕上げ

築100年の古民家を、現代の子育てファミリーが使いやすいようにリノ
ベーションしました！趣を残しつつ、最新鋭の住宅設備を取り入れて
おり、参考になるアイデア満載です。
※前面道路が狭いため、予約制内覧となります。お気軽にお申込み下さい。

西山町３丁目 ５DK

650万円

江の浦町２丁目 ３LDK

価格

1,098万円

お支払い例 月々

３０，４８６円ボーナス払い無

価格
土地８０坪・整然とした区画の住宅地。
２階から響灘を眺めることができます！
わくわく♪リフォームプラン
ご提案します。
◎交通/
◎土地/
◎構造/

江の浦小学校まで徒歩３分
リフォーム後引き渡しなのに
ウレシイ価格です。

波高 バス停 徒歩７分
２６４．７７㎡（80.09坪） ◎建物/ ９３．５６㎡（28.3坪）
木造 ２階建
◎築年/ 昭和５７年 ５月

宅地建物取引業免許 山口県知事（８）第２１１３号

建設業免許

◎交通/
◎土地/
◎構造/

江の浦幼稚園前 バス停 徒歩４分
１５４．７１㎡（46.79坪） ◎建物/ ９５．２２㎡（28.8坪）
木造 ２階建
◎築年/ 昭和４８年 ７月

迫町６丁目 １０号地

お支払い例 月々

６０，８０５円

2,750万円

ボーナス払い93,439円（年２回）

価格

山口県知事（般-２５）第１７８０９号

下関市彦島本村町３－４－５
ＦＡＸ２６６－７５６１ Ｅmail:yurino8@nifty.ne.jp
（全物件仲介） 広告有効期限 平成３０年５月３１日

価格

2,740万円

お支払い例 月々

６０，５２８円
ボーナス払い93,439円（年２回）

ひと際目を惹くプロヴァンス
風。ルーフバルコニーで
お布団もふかふかに
干せますよ。

玄関スマートキーや、リビング
に調湿脱臭壁採用など、
細部の気遣いがウレシイ
お家です。
◎交通/ 迫バス停
徒歩４分
◎土地/１９０．２３㎡（57.54坪）
◎構造/ 木造 ２階建

迫町６丁目 ９号地

◎建物/１０９．７２㎡（33.19坪）
◎完成予定/ 平成３０年３月完成済

◎交通/ 迫バス停
徒歩４分
◎土地/１９０．３１㎡（57.56坪）
◎構造/ 木造 ２階建

◎建物/１０１．８５㎡（30.80坪）
◎完成予定/ 平成３０年５月

その空家・蘇ります！！空家活性化プロジェクト
アナタの眠っている資産を、次世代へ引き継ぎませんか？
運用・リフォームのご相談、お気軽にお問い合わせください。

新年度が始まりました。入学・転勤の方のお引越しがひと段落し、気候も良く、
じっくりお部屋探しできるシーズンです。「ずっとガマンしてきたけど…希望にあ
う物件があれば引越したい!」あなたのお悩みを解決する物件を探しましょう!
彦島向井町 ２Ｋ

彦島本村町 ２Ｋ
家賃

車がないから
買い物が大変

2.9万円

彦島いりぐちエリア
スーパー、コンビニ、ファミレス
まで徒歩５分以内

◎交通/ ロータリー バス停徒歩３分
◎面積/ ３３㎡
◎共益費/ 込み
◎敷金/ な し

◎間取/ ６和 ４．５和 ４．５K
◎構造/ 軽量鉄骨造2階建
◎駐車料/ ３，０００円
◎礼金/ な し

家賃

一人暮らしを始めたい
けど、家電購入はでき
るだけ少なくしたい

家賃

昼間いないから、洗濯
物をベランダに干して
外出するのは心配

◎交通/ 山中２丁目 バス停徒歩１分 ◎間取/ ６洋 ４．５和 ４．５K
◎面積/ ３３㎡
◎構造/ 軽量鉄骨造２階建
◎共益費/ 込み
◎駐車料/ ２，０００円
◎敷金/ １ヶ月
◎礼金/ な し

◎交通/ 床平 バス停徒歩２分
◎面積/ ４１．４８㎡
◎共益費/ ２，５００円
◎敷金/ な し

◎間取/ ４．２洋 １１．３ＬＤＫ
◎構造/ 木造 ２階建
◎駐車料/ ３，２４０円
◎礼金/ な し

家賃

子供が増えて、大き
なワンボックスカー
に乗り換えたい
◎交通/ 塩浜 バス停徒歩１分
◎面積/ ５８．３８㎡
◎共益費/ 込み
◎敷金/ １ヶ月

家賃

運気が上がりそうな
明るいお部屋で心機
一転したい!

5.1万円

◎面積/ ４３．０５㎡
◎入居可能日/ ５月中旬
◎駐車料/１台込
◎礼金/ １ヶ月

◎間取/ ６和 ６和 ６洋 ８ＤＫ
◎構造/ 木造 ２階建
◎駐車料/ １，５００円
◎礼金/ ２ヶ月

家賃

◎交通/ 福浦口 バス停徒歩３分
◎面積/ ５７．１２㎡
◎共益費/ ３，０００円
◎敷金/ １ヶ月

家賃

共同住宅は煩わし
い。平屋でのんび
り過ごしたい。

◎間取/６和 ６洋 ５洋 ６．５ＤＫ
◎構造/ 鉄骨造 ５階建
◎駐車料/ ５，０００円
ドア開閉を動画で
◎礼金/ １ヶ月
チェック↑

◎交通/ ロータリー バス停徒歩３分
◎構造/ 木造平家建
◎駐車料/ 1台込（敷地外徒歩２分）
◎敷金/ １ヶ月

彦島西山町

4.0万円

こじんまりとした平家
おひとりの方でも使いやすい
間取りとお手頃家賃です。
◎間取/ ６和 ４．５和 ４和 ６ＤＫ

◎礼金/ ２ヶ月

5.2万円

なんと玄関ドアはタッチキーで、
鍵を取り出さずに開閉できます。
さらにシニア割引あり、適用世帯
礼金不要。

玄関キーが、かばん
の中で迷子になって
いつもイライラ。

彦島本村町 ３DK

日中は照明を点けなくても過
ごせる日当たりの良いお部屋。
人生前向きに!

◎交通/ 桟橋通 バス停徒歩２分
◎構造/ 軽量鉄骨造２階建
◎共益費/ ２，０００円
◎敷金/ １ヶ月

彦島福浦町 ３ＤＫ

5.7万円

駐車ラクラク・ひろ～い敷地。
子育て割引・２台目駐車場無料。
さらに１階部分のお部屋です。

彦島江の浦町 １ＬＤＫ

4.9万円

サンルーム付き!物干しはも
ちろん、収納スペースとして
も重宝します。

3.8万円

エアコン・システムキッチン
温水洗浄便座などなど、
お手頃家賃で充実の設備です。

彦島塩浜町 １ＬＤＫ

彦島塩浜町 ３ＤＫ

家賃

子供がいても、音を
気にせず過ごしたい。

5.0万円

一部屋ずつがゆったりしている
ので、子供部屋に最適。平坦地
で目の前に有料駐車場があり。

◎交通/ 渡瀬バス停 徒歩２分
◎構造/ 木造２階建
◎間取/ ９洋 ６洋 ４．５和 ６帖 ４K
◎駐車料/ 別途契約
◎敷金/ な し
◎礼金/ １ヶ月

「こんなコトに困っている・不便だ」というお悩みはありませんか？
賃貸でも持家でも構いません。アナタのお悩みを教えて下さい。
ＬＩＮＥでのご投稿で、仲介手数料１０％OFFクーポンプレゼント。
収集日までのゴミ保管
場所がないのよね～。

山口県知事（８）第２１１３号
下関市彦島本村町３－４－５（本村バス停前） 定休日：毎週水曜日
ホームページも物件満載♪
ＴＥＬ２６６－０００８ ＦＡＸ２６６－７５６１
（仲介）

広告表示有効期限：平成３０年０５月３１日

ゆりの不動産

４K

