7月号

売却 購入

あんしんサポート

※広告有効期限／令和元年8月末日
築浅のステキな角地の住宅 万円
です︒
人気の住吉校区︒

米子市旗ヶ崎3丁目 3,350

●交通／浜橋バス停徒歩5分
●土地面積／165.49㎡（50.00坪）
●建物面積／133.82㎡（40.48坪）
●構造／軽量鉄骨造スレート葺2階建
●築年／H11.4新築
4930
●道路幅員／約5ｍ
●校区／河崎小（約0.7㎞） 返済例
月々約 43,900

●交通／天使園入口バス停徒歩4分
●土地面積／263.16㎡（79.60坪）
●建物面積／84.81㎡（25.65坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H23.9新築
4899
●道路幅員／約6ｍ
●校区／住吉小（約0.6㎞） 返済例
月々約 93,100
新築未入居

設備保証・24時間駆けつけ

33

80
2DK

●交通／明道小学校入口バス停徒歩4分
●土地面積／567.63㎡（171.70坪）の内持分有
●専有面積／53.22㎡（16.09坪）
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根3階建1階部分
●築年／S53.1新築 ●管理費／なし
●修繕積立金／なし
●駐車場／あり
4923
返済例
●校区／明道小(約0.6㎞）

49

月々約

2,300
18

青葉マンション

米子市米原1丁目

650

３ＬＤＫ↓２ＬＤＫに間取変更して万円

2LDK

●交通/角盤町4丁目バス停徒歩4分
●土地面積/2,756.07㎡（833.70坪）の内持分有
●専有面積/70.00㎡（21.17坪）内バルコニー8.4㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造9階建8階部分
●築年/S55.1新築 ●H18リフォーム
●管理費／7,080円/月 ●修繕積立金／6,160円/月
●駐車場／4,700円/月
4935
返済例
●校区/義方小（約1.0km）
月々約

18,100

円

37,500

米子市長砂町

います︒
Ｈ リフォームしています︒

月々約

円

●交通／高島屋前バス停徒歩3分
●土地面積／662.69㎡（200.40坪）の内持分有
●専有面積／83.40㎡（25.22坪）内バルコニー12.81㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根13階建3階部分
●築年／Ｈ12.2新築 ●管理費／6,900円/月
●修繕積立金／9,400円/月
●駐車場／6,000円/月
4763
返済例
●校区／啓成小(約1.2㎞）

エバーグリーン長砂

円

3ＬDK

41

利便施設近くに揃っています︒万円

1,350

5DK

●交通／昭和町バス停徒歩5分
●土地面積／317.01㎡（95.89坪）
●建物面積／135.18㎡（40.89坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S50.2新築 ●H24水廻りリフォーム
4660
●道路幅員／約5ｍ
●校区／明道小（約0.4㎞） 返済例
月々約 38,400
価格お手頃マンション︒

米子市角盤町1丁目

9K

●交通／五千石小学校前バス停徒歩5分
●土地面積／519㎡（156.99坪）
●建物面積／147.89㎡（44.73坪）
●構造／木造瓦葺・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S45.9新築 ●H8増築 ●H10リフォーム
4167
●道路幅員／約6m
●校区／五千石小（約0.6㎞） 返済例
月々約 26,400

円

セレスト米子角盤町

市内中心地のお手入れの行き届い万円

設備保証・24時間駆けつけ

70,000
た角部屋のきれいなお部屋です！

48

月々約

角部屋

ご満足の
ご満足のリフォームプラン

人気の明道校区︑保守管理の 万円

●交通／観音寺新町入口バス停徒歩2分
●土地面積／2,413.09㎡（729.90坪）の内持分有
●専有面積／81.36㎡（24.61坪）内バルコニー9.45㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根10階建3階部分
●築年／Ｈ30.1新築 ●管理費／10,200円/月
●修繕積立金／4,600円/月
●駐車場／6,000円/月
（2台縦列）
4793
返済例
●校区／車尾小(約1.0㎞）

イチエイ

豊富なお部屋情報を揃え

円

3ＬDK

イチエイ！

お部屋探しも

円

米子市観音寺新町3丁目

2,540

住宅リフォームも
も

950

行き届いた住宅です︒

アルファスマート観音寺新町

円

41,100

40

未入居の築浅マンションです♪人気万円

月々約

2ＬＤＫ

●交通／石州府別れバス停徒歩3分
●土地面積／165.29㎡（50坪）
●建物面積／74.7㎡（22.59坪）
●構造／木造スレート葺平家建
●築年／H9.3新築
3113
●道路幅員／約5m
●校区／伯仙小（約2.2㎞） 返済例
月々約 16,100

設備保証・24時間駆けつけ

万円
敷地広々１５６坪︑
部屋数多い木造住宅です︒

24

580 米子市陽田町 1,380

の観音寺新町！ペット可︵規定有︶
︒

●交通/商工中金前バス停徒歩1分
●土地面積/417.18㎡（126.10坪）の内持分有
●専有面積/99.06㎡（29.96坪）内バルコニー5.56㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造12階建9階部分
●築年/H4.4新築 ●管理費／16,200円/月
●修繕積立金／14,030円/月
●駐車場／10,000円/月
3328
返済例
●校区/就将小（約0.8km）

米子市福万

円

3LDK

32

万円
駐車場２台
︵縦列︶
増設しました︒

1,480

●交通／美吉バス停徒歩3分
●土地面積／329.63㎡（99.71坪）
●建物面積／200.19㎡（60.55坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H12.8新築
4650
●道路幅員／約6ｍ
●校区／明道小（約1.0㎞） 返済例
月々約105,500
価格お手頃な住宅です︒

22,200

5LDK+S+車庫

円

米子市東町

4ＬDK+S

●交通／大山口南口バス停徒歩3分
●土地面積／236.81㎡（71.63坪）
●建物面積／107.65㎡（32.56坪）
●構造／木造ルーフィング葺2階建
●築年／H30.11新築
4834
●道路幅員／約6ｍ
●校区／大山西小（約1.3㎞） 返済例
月々約 97,200

万円

月々約

角部屋

ライオンズマンション米子東町

設備保証・24時間駆けつけ

大手ハウスメーカー三井ホームの

26.400

●交通／角盤町4丁目バス停徒歩2分
●土地面積／849.7㎡（257.03坪）の内持分有
●専有面積／75.97㎡（22.98坪）内バルコニー11.13㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根8階建4階部分
●築年／H5.6新築 ●管理費／6,600円/月
●修繕積立金／7,500円/月
●組合費／250円/月
4503
返済例
●校区／義方小（約0.8㎞）

47

グレードの高いステキな住宅です︒

月々約

3DK

円

●交通／角盤町4丁目バス停徒歩2分
●土地面積／849.70㎡（257.00坪）の内持分有
●専有面積／69.02㎡（20.87坪）内バルコニー10.85㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根8階建8階部分
●築年／Ｈ5.6新築 ●管理費／7,000円/月
●修繕積立金／8,000円/月
●駐車場／なし
4748
返済例
●校区／義方小(約0.9㎞）

米子市錦町3丁目

800

市内中心便利な立地︒万円
高層階の角部屋です︒

3ＬDK

39

円

950

●交通／新田バス停徒歩7分
●土地面積／280.38㎡（84.80坪）
●建物面積／156.73㎡（47.41坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S47.10新築 ●S54.7増築
4892
●道路幅員/約4ｍ
●校区／福生西小（約0.8㎞） 返済例
月々約 29,200
充実した立地のマンションです︒

米子市錦町3丁目

7DK

ＴＳＵＴＡＹＡ近くの利便施設 万円

ソリーナマンション米子

43,900

米子市上福原7丁目 1,050

円

46

月々約

最上階角部屋

31

角地で日当たり良好︒ 万円

●交通／医大前バス停徒歩3分
●土地面積／1,941.11㎡（587.10坪）の内持分有
●専有面積／93.96㎡（28.42坪）内バルコニー18.90㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根13階建2階部分
●築年／Ｈ15.7新築 ●管理費／4,420円/月
●修繕積立金／10,490円/月
●駐車場／6,500円/月
3973
返済例
●校区／就将小(約1.0㎞）

5LDK+S

円

3ＬDK

23

売却・購入をバックアップ 1年間 ※適用条件あります。

円

15

1,380 米子市美吉 3,800 米子市八幡

●交通／峰バス停徒歩5分
●土地面積／374.30㎡（113.22坪）
●建物面積／135.8㎡（41.07坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H8.2新築
4196
●道路幅員／約5m
●校区／西伯小（約4.8㎞） 返済例
月々約 38,400

ソリーナマンション米子

円

広々リビング魅力です︒

25,000

米子市西町

1,580

円

月々約

円

●交通/天神橋バス停徒歩1分
●土地面積/651.19㎡（196.90坪）の内持分有
●専有面積/79.62㎡（24.08坪）内バルコニー13.10㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造10階建4階部分
●築年/H6.9新築 ●管理費／6,800円/月
●修繕積立金／11,400円/月
●駐車場／6,000円/月
4928
返済例
●校区/就将小（約1.4km）

ポレスター西町

1,480

万円
ミサワホームのステキな住宅︑

22

4LDK

●交通／三柳三区バス停徒歩6分
●土地面積／201.81㎡（61.00坪）
●建物面積／122.51㎡（37.05坪）
●構造／木造ソーラーパネル葺2階建
●築年／H26.4新築
4788
●道路幅員／約6ｍ
●校区／加茂小（約1.6㎞） 返済例
月々約 96,700

白アリ・雨漏りの保証など最大30万円まで
設備保証・24時間駆けつけサービスで

万円
大山口駅近くの新しい住宅地の中の︑

設備保証・24時間駆けつけ

中古住宅・中古マンションのもしものために。

5ＬDK+S

オシャレなカナダ輸入住宅です︒

14

万円
大手一条工務店の築浅の住宅です︒

円

3LDK

設備保証・24時間駆けつけ

最上階の角部屋です︒
利便 万円

900

38

施設近くに揃っています︒

米子市西倉吉町

●交通／福祉センター入口バス停徒歩1分
●土地面積／330.78㎡（100.00坪）
●建物面積／155.66㎡（47.08坪）
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根葺2階建
●築年／H8.8新築 ●道路幅員／約2m
4877
●校区／弓ヶ浜小（約0.7㎞）
返済例
※43条許可要
月々約 38,400

円

リヴィエール

59,700

3ＬDK+S

良好なマンション環境！城山も万円

45

月々約

角部屋

米子市富益町 1,380

見えます♪ペット可︵規定有︶
︒

●交通/医大前バス停徒歩3分
●土地面積/1,941.11㎡（587.10坪）の内持分有
●専有面積/110.73㎡（33.49坪）内バルコニー19.24㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造13階建7階部分
●築年/H15.7新築 ●管理費／5,390円/月
●修繕積立金／12,780円/月
●駐車場／12,000円/月
（縦列2台分） 4927
返済例
●校区/就将小（約1.1km）

30

円

3LDK

万円

58,300

米子市西町

2,150

市内中心
便利な立地︒

月々約

円

●交通／昭和町バス停徒歩1分
●土地面積／2,045.27㎡（618.69坪）の内持分有
●専有面積／97.40㎡（29.46坪）内バルコニー14㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根14階建7階部分
●築年／Ｈ20.8新築 ●管理費／10,400円/月
●修繕積立金／6,670円/月
●駐車場／1,000円〜/月
（機械式）
4739
返済例
●校区／明道小(約0.6㎞）

ポレスター西町

円

3ＬDK

設備保証・24時間駆けつけ

万円

2,150

角部屋

４ＬＤＫ↓３ＬＤＫに間取変更しています︒

米子市昭和町

43,100

ＨＯＫ近くでお買い物便利︒万円

フローレンス昭和町グランドアーク

月々約

円

●交通／八幡町バス停徒歩1分
●土地面積／2,062.26㎡（623.80坪）の内持分有
●専有面積／85.18㎡（25.76坪）内バルコニー14.00㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根10階建6階部分
●築年／Ｈ17.2新築 ●管理費／4,600円/月
●修繕積立金／7,600円/月 ●駐車場／5,000円/月
●トランクルーム使用料／800円/月
4929
返済例
●校区／社日小(約0.5㎞）

37

３面バルコニーで眺望︑
通風︑
採光良好です︒

2ＬDK

円

1,550

３ＬＤＫ↓２ＬＤＫに間取変更︑ 万円

ハウスクリーニング済 即入居可

5DK

●交通／ゆうあいパルバス停徒歩4分
●土地面積／238.58㎡（72.17坪）
●建物面積／134.77㎡（40.76坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S55.9新築
4538
●道路幅員／約6m
●校区／岸本小（約1.8㎞） 返済例
月々約 20,900

万円
丈夫なコンクリート住宅です︒

万円

円

36

設備保証・24時間駆けつけ

設備保証・24時間駆けつけ

5ＬDK+S （旗ヶ崎マイタウン）

ソーラーパネル付︵売電有︶

3ＬDK+S

●交通／佐陀浜入口バス停徒歩1分
●土地面積／293.24㎡（88.70坪）
●建物面積／74.52㎡（22.54坪）
●構造／木造瓦葺1階建
●築年／S54.2新築
4894
●道路幅員／約6ｍ
●校区／淀江小（約2.9㎞） 返済例
月々約 27,300

5LDK+S （グリーンタウン四季）

敷地広々︒

人気の義方校区の
住宅です︒

29

●交通／米子自動車学校前バス停徒歩4分
●土地面積／120.48㎡（36.40坪）
●建物面積／97.98㎡（29.63坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S44.10新築 ●S51.2増築
4901
●道路幅員／約4m
●校区／義方小（約0.8㎞） 返済例
月々約 16,700

44

6

米子市河崎 1,580

円

数少ない平家住宅です︒

21

円

円

円

●交通／成実農協前バス停徒歩4分
●土地面積／240.9㎡（72.87坪）
●建物面積／76.51㎡（23.14坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
●築年／S45.12新築 ●H28、H30 増築・リフォーム
4731
●道路幅員／約4ｍ
●校区／成実小（約0.6㎞） 返済例
月々約 46,700

●交通／新開川橋バス停徒歩4分
●土地面積／515.41㎡（155.91坪）
●建物面積／165.53㎡（50.07坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／Ｓ39.12新築
4565
●道路幅員／約6ｍ
●校区／車尾小（約1.1㎞） 返済例
月々約 69,400

安来市安来町

万円
ナフコ︑
イオン近く買い物便利︒

3LDK+S

米子市旗ヶ崎1丁目 600

5ＬDK

グランデージ安来

大手ダイワハウスの手入れ 万円
の行き届いた住宅です︒

円

13

万円

フレスポ伯耆︑
岸本温泉に 万円
近く生活に便利です♪

万円

万円
外・中全面リフォームしました︒

ゆったりＰスペース︒

人気の旗ヶ崎６丁目！大手

リフォーム済

5ＬDK

●交通／尾高バス停徒歩15分
●土地面積／255.80㎡（77.37坪）
●建物面積／162.40㎡（49.12坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H15.11新築
4837
●道路幅員／約5ｍ
●校区／伯仙小（約0.6㎞） 返済例
月々約 54,200

円

円

円

20

米子市中島1丁目 2,500

設備保証・24時間駆けつけ

万円

万円

設備保証・24時間駆けつけ

広々リビングが魅力的︑
手入れの万円

行き届いたキレイな住宅です︒

築浅でデザイン性の高い

万円
大手積水ハウス建築の住宅です︒

36,100

28

室内とってもキレイです︒

月々約

●交通／旗ヶ崎バス停徒歩5分
●土地面積／160.06㎡（48.40坪）
●建物面積／117.41㎡（35.51坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／S61.7新築
4900
●道路幅員／約6ｍ
●校区／住吉小（約0.9㎞） 返済例
月々約 37,500

ペット可︵規定有︶

●交通／米子自動車学校前バス停徒歩2分
●土地面積／2,278.08㎡（689.11坪）の内持分有
●専有面積／85.58㎡（25.88坪）内バルコニー9.47㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根7階建1階部分
●築年／Ｈ10.11新築 ●H22リフォーム
●管理費／9,100円/月 ●修繕積立金／9,900円/月
●駐車場／4,000円/月
（軽区画）
4517
返済例
●校区／義方小（約0.8㎞）

4ＬDK+S

●交通／鉄工センターバス停徒歩6分
●土地面積／165.61㎡（50.00坪）
●建物面積／116.10㎡（35.10坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H27.12新築
4934
●道路幅員/約4ｍ
●校区／弓ヶ浜小（約1.3㎞） 返済例
月々約 71,700

4LDK+S （石井団地）

広々リビングがとっても魅力的♪

3ＬDK

19

万円
人気の車尾小校区︑
ステキな和風住宅です︒

1,300

4LDK+S

●交通／河岡バス停徒歩10分
●土地面積／197.15㎡（59.60坪）
●建物面積／126.95㎡（38.40坪）
●構造／軽量鉄骨造スレート葺2階建
●築年／H8.10新築
4791
●道路幅員/約6ｍ
●校区／伯仙小（約1.0㎞） 返済例
月々約 35,900
ミサワホーム施工の住宅です︒

米子市旗ヶ崎1丁目

太陽光パネル付
︵売電有︶

円

サーパス旗ヶ崎

万円
高級感あふれる本格木造住宅です︒

Ｐスペースゆったり２台可︒

44,500

設備保証・24時間駆けつけ

34,800

円

月々約

円

●交通／南校入口バス停徒歩1分
●土地面積／2,791㎡（844.27坪）の内持分有
●専有面積／91.56㎡（27.69坪）内バルコニー14.48㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根10階建6階部分
●築年／Ｈ14.6新築 ●管理費／10,500円/月
●修繕積立金／10,800円/月
●駐車場／5,000円/月
4658
返済例
●校区／明道小（約0.5㎞）

43

返済例
月々約

万円

3ＬDK

●交通／北高入口バス停徒歩3分
●土地面積／1,806.87㎡（546.57坪）の内持分有
●専有面積／78.5㎡（23.74坪）内バルコニー8.44㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根5階建4階部分
●築年／Ｈ12.3新築 ●管理費／10,600円/月
●修繕積立金／10,900円/月 ●駐車場／5,000円/月
●校区／福米東小（約1.2㎞）
4662

音楽好きの方︑防音
ルーム付です︒

1,600

3ＬDK

設備保証・24時間駆けつけ

12

5

1,290 米子市夜見町 2,580 米子市尾高 1,980 米子市淀江町佐陀 980 米子市両三柳 3,480 西伯郡大山町末長 3,500

万円

円

1,250

円

米子市道笑町4丁目

サーパス米原

※賃貸可 月額85,000円

中階層のお部屋です︒室内とっても万円

サーパス東山公園

設備保証・24時間駆けつけ

55,000

月々約

キレイ︑丸合︑小学校近くです︒

設備保証・24時間駆けつけ

35

●交通／上福原三叉路バス停徒歩5分
●土地面積／380.95㎡（115.23坪）
●建物面積／174.41㎡（52.75坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H4.6新築
4603
●道路幅員／約4m
●校区／福生東小（約1.3㎞） 返済例
月々約 55,000

米子市米原8丁目

円

42

●交通／JR境線後藤駅徒歩2分
●土地面積／178.4㎡（53.96坪）
●建物面積／143.96㎡（43.54坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H6.2新築 ●道路幅員／約4m
4423
●校区／義方小（約0.9㎞）
返済例
※賃貸可月額85,000円
月々約 48,600

5ＬDK+S

3ＬDK

●交通／ホープタウン前バス停徒歩1分
●土地面積／2,556.69㎡（773.30坪）の内持分有
●専有面積／87.17㎡（26.36坪）内バルコニー13.82㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根14階建14階部分
●築年／Ｈ20.11新築 ●H27リフォーム
●管理費／7,000円/月 ●修繕積立金／8,070円/月
●駐車場／1台無料
4817
●校区／福米東小(約1.7㎞） 返済例

ゆったり駐車場︑
ＨＯＫ近く 万円
便利な立地です︒

米子市米原5丁目

1,980

円

アーバンビュー米原

3LDK+DK

米子市上福原3丁目 1,980

お部屋︒
南向きで陽当たり良好︒

設備保証・24時間駆けつけ

4LDK+S

マルイ近く買い物便利︑
中階層の万円

最上階

最上階で眺望良好︒
ホープタウン近万円

くお買物便利です︒
オール電化︒

34

米子市米原 1,750

米子市河岡 1,390

11

●交通／坂長団地バス停徒歩2分
●土地面積／321.83㎡（97.35坪）
●建物面積／143.10㎡（43.20坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H10.9新築
4848
●道路幅員／約6ｍ
●校区／岸本小（約1.9㎞） 返済例
月々約 47,000

980 米子市旗ヶ崎6丁目 1,350 米子市石井 1,680 西伯郡伯耆町大殿 750 西伯郡南部町福成

●交通／彦名南口バス停徒歩5分
●土地面積／249.09㎡（75.34坪）
●建物面積／92.94㎡（28.11坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／S63.12新築
4802
●道路幅員／約12m
●校区／住吉小（約1.5㎞） 返済例
月々約 27,300

27

円

円

●交通／彦名南口バス停徒歩2分
●土地面積／133.73㎡（40.45坪）
●建物面積／85.64㎡（25.9坪）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年／S45.12新築 S54増築 H19一部リフォーム
4653
●道路幅員／約3ｍ
●校区／彦名小（約2.4㎞） 返済例
月々約 21,700

米子市安倍

（安倍彦名団地）

大手一条工務店建築の住宅です︒万円

万円

4DK

26

後藤駅すぐ横の住宅地です︒

ホック近く買い物便利︒

Ｈ 一部リフォームしています︒

米子市彦名町 780

18

円

円

19

万円

●交通／新田バス停徒歩6分
●土地面積／504.21㎡（152.52坪）
進入路部分含む
●建物面積／115.15㎡（34.83坪）
●構造／木造瓦葺平家建 ●築年／Ｓ45.5新築
4153
●道路幅員／約5ｍ
●校区／福生西小（約0.7㎞） 返済例
月々約 32,800

地元有名建築会社の建築︑築浅のグレード

●交通／米子医療センター入口バス停徒歩2分
●土地面積／147.49㎡（44.60坪）
●建物面積／110.62㎡（33.46坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S46.1新築 ●H25、30リフォーム
4784
●道路幅員/約2ｍ
●校区／車尾小（約0.6㎞） 返済例
月々約 24,500

4DK

の高い住宅です︒
ゆったりＰスペース

米子市上福原6丁目 1,180

25

●交通／天使園入口バス停徒歩5分
●土地面積／309.33㎡（93.57坪）
●建物面積／134㎡（40.53坪）
●構造／木造合金メッキ鋼板葺2階建
●築年／H25.12新築
4052
●道路幅員／約4m
●校区／住吉小（約1.1㎞） 返済例
月々約 82,800

円

17

10

4ＬDK+2S （緑ヶ丘グリーンハイツ）

●交通／河岡バス停徒歩10分
●土地面積／166.32㎡（50.30坪）
●建物面積／84.80㎡（25.60坪）
●構造／軽量鉄骨造瓦葺2階建
●築年／S60.9新築 ●H20、22、28、30リフォーム
4753
●道路幅員/約6ｍ
●校区／伯仙小（約1.0㎞） 返済例
月々約 36,100

米子市車尾6丁目 880
5DK

米子市上後藤3丁目 2,980

3LDK+S

万円
広々とした庭付きの︑
近年人気の平家住宅です︒

万円
人気の車尾校区︑
利便性のよい立地です︒

16

設備保証・24時間駆けつけ

万円

円

●交通／堀川東バス停徒歩4分
●土地面積／133.98㎡（40.52坪）
●建物面積／110.22㎡（33.34坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H15.10新築
4695
●道路幅員／約6ｍ
●校区／福米西小（約1.0㎞） 返済例
月々約 43,800

米子市河岡 1,300

（清水ヶ丘団地）

9

大手積水ハウス建築の手入れの

2LDK

行き届いたオール電化住宅です︒

万円

人気のエリア︑
ステキな外観の住宅です︒

仕切りをして３ＬＤＫに間取変更可︒

米子市新開7丁目 1,550

8

5DK

円

円

円

7

手入れの行き届いた
住宅です︒

グリーンコープ

西伯郡伯耆町坂長 1,690 1,590

4ＬDK+S

●交通／日下バス停徒歩20分
●土地面積／242.15㎡（73.20坪）※進入路含む
●建物面積／108.66㎡（32.86坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H11.2新築 ●H31.2全面リフォーム
4792
●道路幅員／約6m
●校区／伯仙小（約1.1㎞） 返済例
月々約 41,700
地元有名メーカーの住宅です︒

●交通／弓ヶ浜バス停徒歩3分
●土地面積／173.94㎡（52.60坪）
●建物面積／106.25㎡（32.14坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H25.11新築 ●R元.6一部リフォーム
4889
●道路幅員／約6m
●校区／弓ヶ浜小（約0.2㎞） 返済例
月々約 48,600

ローズガー
デン米子

現地

米子市尾高 1,580 1,500

（リーフルタウン花見ヶ丘）

3ＬDK+S

万円

米子市富益町 1,780 1,750

LIXIL米子
ショールーム

設備保証・24時間駆けつけ

万円

設備保証・24時間駆けつけ

白アリ・雨漏り2年間保証

4

システムキッチン
︵食洗機付︶

ローソン

白アリ・雨漏り2年間保証

万円

300

5ＬDK+S

●交通／観音寺新町東口バス停徒歩3分
●土地面積／388.50㎡（117.50坪）
●建物面積／198.02㎡（59.90坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H21.11新築 ●リフォーム済
4907
●道路幅員／約6m
●校区／車尾小（約1.3㎞） 返済例
月々約100,000

即入居可

セブンイレブン

価値再生住宅
住まい給付金
30万円有
（上限規定有）

など充実した設備が魅力的︒

ナビ検索の住所は 観音寺新町3丁目7-12 を入力してください

万円

米子市観音寺新町3丁目 3,600

住まい給付金
30万円有
（上限規定有）

※当日は案内板を目印にお越しください。

全面リフォーム済

システムバス
︵追炊き︑
乾燥機付︶

設備保証・24時間駆けつけ

オープンハウス開催
7/14（日）10:30〜15:30

3

小学校近く︑
築浅の住宅です︒ 万円

白アリ・雨漏り2年間保証

2

外中とってもキレイ︑
即入居可︒

住まい給付金
30万円有
（上限規定有）

万円
人気の観音寺新町︑
Ｐスペース４台可︒

リフォーム済

とてもハイグレードな木造住宅です︒

1
A

●上記物件は仲介物件の為、別途仲介手数料が必要となります。●上記価格は消費税込、もしくは消費税不要です。●各物件とも、契約済の場合はご容赦ください。※無料査定及び取扱い出来ないエリア物件等ございます。返済例 売買代金全額借入。・借入期間 35 年（当初 3 年固定金利 以後変動型）ボーナス払いなし。・年 0.9％（当初 3 年間）の元利均等返済型・当初の 3 年間の返済額になります。

快適ライフのお手伝い

イチエイ管理の賃貸物件は入居契約時に浄水器、
消臭剤など付帯商品の購入条件はありません。

！建物・土地売りたい方 ご一報ください！
売却物件大募集中！

買取も致します。

大手積水ハウスの
ステキな住宅です︒

福米西小

万円

ノサカ
クリニック

円

3DK

●交通／佐陀西口バス停徒歩1分
●土地面積／415.81㎡（125.78坪）
●建物面積／88.36㎡（26.72坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S50.3新築
4361
●道路幅員／約2m
●校区／淀江小（約3.5㎞）返済例
月々約 10,600

92

他に2K330万円あります

エバーグリーン皆生

米子市皆生温泉4丁目

98
1Ｋ

●交通／総合療育センター前バス停徒歩2分
●土地面積／5,000.25㎡（1,512.57坪）の内持分有
●専有面積／27.79㎡（8.40坪）内バルコニー4.48㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根12階建5階部分
●築年／S53.5新築
●管理費／7,097円/月 ●修繕積立金／2,165円/月
●温泉使用料／2,678円/月 ●上水道使用料／887円/月
●下水道使用料／887円/月 ●ゴミ処理費／206円/月 4651

価格お手頃な
物件です︒

103

万円

米子市朝日町 400

米子市皆生温泉4丁目 280

●交通／高島屋前バス停徒歩3分
●土地面積／109.22㎡（33.03坪）
●建物面積／84.20㎡（25.47坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板瓦葺2階建
●築年／S39.1新築
843
●道路幅員／約1.7m
●校区／啓成小（約1.2㎞）返済例
月々約 11,100

●交通／福生西六区バス停徒歩1分
●土地面積／89.90㎡（27.10坪）
●建物面積／54.15㎡（16.38坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺1階建
●築年／S60.11新築
●道路幅員/約4ｍ
●校区／福生西小（約1.7㎞）
4879

4ＤＫ

113

店舗付住宅

倉庫

114

事業用物件

ゆったりＰスペース︑ 万円
倉庫付きの事務所です︒

4712

米子市淀江町佐陀 380

万円
温泉大浴場付︑
リゾートマンションです︒

●交通／浦津入口バス停徒歩3分
●土地面積／237.39㎡（71.81坪）
●建物面積／104.84㎡（31.71坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／S60.11新築
●道路幅員／約4m

102

81

円

3DK×1,1DK×2

4910

イオン近く買物便利︒ 万円
敷地広々約１２５坪！

●交通／大山寺バス停徒歩3分
●交通／高尾バス停徒歩1分
●土地面積／398.31㎡（120.48坪） ●土地面積／590.07㎡（178.49坪）
●建物面積／1,250.29㎡（378.21坪） ●建物面積／59.62㎡（18.03坪）
●構造／鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 ●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
●築年／S54.10新築
●築年／S57.6新築
●道路幅員／約6.5m
●道路幅員／約10m
●校区／根雨小（約1.7㎞）
3468
2775

米子市熊党 980

●交通／皆生温泉バス停徒歩1分
●土地面積／1,389㎡（420.17坪）の内持分有
●専有面積／30.07㎡（9.09坪）内バルコニー3㎡含む
●構造／鉄骨コンクリート造陸屋根13階建8階部分
●築年／S49.5新築
●管理費／16,600円/月
●修繕積立金／6,000円/月

米子市東町 1,380 西伯郡大山町平木 1,500
6LDK+店舗

●交通／商工中金前バス停徒歩2分
●土地面積／115.34㎡（34.89坪）
●建物面積／258.25㎡（78.12坪）
●構造／鉄骨造陸屋根3階建
●築年／S52.10新築
4185
●道路幅員／約25m
●校区／就将小（約0.7㎞） 返済例
月々約 38,300

●上記物件は仲介物件の為、別途仲介手数料が必要となります。●上記価格は消費税込、もしくは消費税不要です。●各物件とも、契約済の場合はご容赦ください。※無料査定及び取扱い出来ないエリア物件等ございます。返済例 売買代金全額借入。・借入期間 35 年（当初 3 年固定金利 以後変動型）ボーナス払いなし。・年 0.9％（当初 3 年間）の元利均等返済型・当初の 3 年間の返済額になります。

円

●交通／大山寺バス停徒歩4分
●土地面積／481.74㎡（145.72坪）
●建物面積／1,317㎡（398.39坪）
●構造／鉄骨鉄筋コンクリート造4階建
●築年／Ｓ44.12新築
●道路幅員／約6m

事務所・店舗

売社員寮

王子製紙近く︑
利便施設近くに揃って万円

●交通／冨士見町バス停徒歩2分
●土地面積／46.51㎡（14.06坪）
（共有）
●建物面積／38.64㎡（11.68坪）
●構造／木造セメント瓦葺平屋建
●築年／S48.7新築
●道路幅員／約24ｍ
※土地共有持分
3550

万円

日野郡日野町高尾 480

112

います︒
社員寮として利用可︒

事業用物件

万円
敷地広々１７８坪︒
事業主さんいかがですか︒

店舗としても利用できます︒

万円
レトロでおしゃれな雰囲気な外観︑

111

1Ｋ

万円
駅前通りの
とても便利な立地です︒

●交通／後藤駅入口バス停徒歩2分
●土地面積／214.71㎡（64.94坪）
●建物面積／118.72㎡（35.91坪）
●構造／木造セメント瓦葺平家建
●築年／Ｓ40.1新築
●道路幅員／約3.3ｍ
●校区／義方小(約0.6㎞）
4449

2K×3戸

30

円

●交通／皆生温泉バス停徒歩5分
●土地面積／849.18㎡（256.87坪）
●建物面積／546.80㎡（165.40坪）
●構造／鉄筋コンクリートブロック造陸屋根4階建
●築年／不詳
●S58.3変更、増築
●道路幅員／約10m・５ｍ
2577

貸駐車場・売テナントビル

米子市皆生温泉4丁目

改装して居酒屋に最適な 万円
立地です︒
中庭付です︒

万円
市内中心便利な立地の長屋住宅です︒

101

3003

売連棟長屋

ヴィラ皆生Ⅰ番館

4DK

円

●交通／あけまの森ペンション村バス停徒歩2分
●土地面積／11,470㎡（3,469.67坪）の内持分有
●専有面積／86.78㎡（26.25坪）内バルコニー8.71㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺4階建1・２階部分
●築年／Ｈ元.11新築
●管理費／17,500円/月
●修繕積立金／2,200円/月

●交通／祗園町日ノ丸前バス停徒歩2分
●土地面積／268.87㎡（81.33坪）
●建物面積／119.24㎡（36.07坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H12.4新築
●道路幅員／約2ｍ
●校区／就将小（約1.2㎞）
4646

売ホテル

70

万円

2ＬＤＫ

米子市米原1丁目 700

事業用物件

人気の義方校区︑
便利な立地です︒

490

他2K80万円・150万円あります

場
︵共用︶付のリゾートマンション︒

西伯郡大山町鈑戸

91

１Ｋタイプのお部屋です︒
温泉大浴万円

セジュール大山Ｄ棟

4DK

円

90

ホープタウン近く買物便利︒

テナントビルのオーナーに 万円
なりませんか？

100

事業用物件

万円

1ＬＤＫ

利便施設近くに
そろっています︒

120

●交通／米子医療センター入口バス停徒歩1分
●土地面積／69.42㎡（20.90坪）
●建物面積／85.44㎡（25.84坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S34.10新築
4782
●道路幅員/約14ｍ
●校区／車尾小（約0.5㎞）返済例
月々約 9,800

万円

西伯郡伯耆町丸山

●交通／灘町バス停徒歩2分
●土地面積／90.90㎡（27.49坪）
●建物面積／113.30㎡（34.27坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S36.1新築 ●H31リフォーム
4773
●道路幅員／約2m
●校区／義方小（約0.6㎞）返済例
月々約 26,400
森の中の暖炉付きのハイグレードなメゾ

ロイヤルヴァンベール大山Ⅰ番館

米子市車尾5丁目 350

4DK＋S

ネットタイプのリゾートマンションです︒

他に３階130万円、5階140万円あります

人気のリゾートマンションです！万円

価格とってもお手頃です︒

89

80

米子市灘町3丁目 950

円

円

●交通／錦町2丁目バス停徒歩4分
●土地面積／114.91㎡（34.76坪）
●建物面積／72.77㎡（22.01坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／T5.1新築 ●S46増築
3858
●道路幅員／約2ｍ
●校区／啓成小（約1㎞） 返済例
月々約 5,600

79

9DK+S

円

5DK

外中リフォームしました︒万円
市内中心便利な立地︒

米子市錦町2丁目 200

円

78

米子市皆生温泉3丁目 3,200

110

69

●交通／後藤ヶ丘中学校前バス停徒歩7分
●土地面積／174.95㎡（52.92坪）
●建物面積／85.4㎡（25.83坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S52.8新築
4745
●道路幅員／約4ｍ
●校区／義方小（約0.6㎞）返済例
月々約 22,200

4DK

米子市祗園町2丁目 1,500

1K×4

D

●交通／西福原バス停徒歩西福原4分
A
B
●用途地域／第一種中高層住宅専用地域 ●地目／宅地
●建ぺい率／60％ ●容積率／200％
福米保育園
●道路幅員／市道約４ｍ、共有私道約５ｍ
●校区／福米西小（約0.4㎞）
売主／サンイングッドリフォーム有限会社 免許番号 鳥取県知事（4）第1218号
取引態様／販売代理（一栄不動産開発株式会社）
敷地広々１４７坪︑ 万円
人気の車尾校区です︒

丸合近くとっても便利な立 万円
地です︒人気の義方校区︒

68

C

●交通／米子医療センター入口バス停徒歩6分
●土地面積／488.68㎡（147.82坪）
●建物面積／約146.6㎡（44.34坪）
●構造／木造板葺2階建
●築年／S11.1新築 S52増築
●道路幅員／約2ｍ ※別途物置付 4690
●校区／車尾小（約0.7㎞）返済例
月々約 24,500

円

99

売アパート 収益物件

5LDK+S

●交通／後藤ヶ丘中学校前バス停徒歩3分
●土地面積／407.49㎡（123.26坪）
●建物面積／88.11㎡（26.65坪）
●構造／木造亜鉛鋼板葺平家建
●築年／S39.12新築
4179
●道路幅員／約7m
●校区／義方小（約0.3㎞）返済例
月々約 18,900

●交通／高島屋前バス停徒歩2分
●土地面積／71.00㎡（21.47坪）
●建物面積／44.82㎡（13.55坪）
●構造／木造瓦葺２階建
●築年／不詳
●道路幅員／約5m

3355

1,003.0
996.1
1,077.8
1,069.4

18.0
18.0
16.5
16.5

今井書店

431

ニトリ

●交通／リビンズ山根前バス停徒歩4分
●土地面積／330.57㎡（99.99坪）
●建物面積／168.50㎡（50.97坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S41.11新築
4259
●道路幅員／約4ｍ
●校区／福生西小（約0.5㎞）返済例
月々約 33,100

西伯郡大山町大山 680

2940

55.72
55.34
65.32
64.81

価格
（万円）

米子市三本松3丁目 800

西伯郡大山町大山 1,980 1,480

売旅館

184.22
182.96
215.94
214.27

坪単価
（万円）

坪

福米中

米子市車尾6丁目 880

米子市冨士見町2丁目 200

事務所・店舗

面積

福米西小学校北口

米子市三本松1丁目 680

7DK

米子市朝日町 500

売店舗

A
B
C
D

㎡

８月中旬完成予定

米子市上福原5丁目 1,190

●交通／アイノピアバス停徒歩1分
●交通／ロイヤルホテル横バス停徒歩3分
●土地面積／1,065.00㎡（322.10坪） ●土地面積／14,302㎡（4,326.35坪）内持分有
●専有面積／67.83㎡（20.51坪）内バルコニー10.88㎡含む
●建物面積／42.94㎡（12.98坪）
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根7階建1階部分
●構造／木造ルーフィング葺2階建
●築年／H4.3新築 ●管理費／16,700円/月
●築年／S54.1新築
●修繕積立金／1,670円/月
●道路幅員／約6m
●上水道／1,750円/月 ●下水道／1,860円/月
※管理費要
4873
1020
万円
人気の就将校区︑
交通アクセス便利です︒

事業用物件

保守管理の行き届いた 万円
旅館です︒

●交通／祗園町バス停徒歩2分
●土地面積／302.05㎡（91.37坪）
●建物面積／200.78㎡（60.73坪）
●構造／コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S45.7新築
●道路幅員／約2m
●校区／就将小（約0.9㎞）
4533

3LDK

円

西伯郡伯耆町金屋谷 400

67

車
※両の進入はできません

万円
アイノピア団地内の
価格お手頃な別荘です︒

88

●交通／観音寺新町東口バス停徒歩3分
●土地面積／約710㎡（約215坪）
●建物面積／272.81㎡（82.52坪）
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィング葺2階建
●築年／S54.7新築 ●S57増築
●H19リフォーム ●道路幅員／約6ｍ 4657
●校区／車尾小（約1.2㎞）返済例
月々約 106,900

価格お手頃な住宅です︒万円

●交通／義方小学校前バス停徒歩1分
●土地面積／307.37㎡（92.97坪）
●建物面積／119㎡（35.99坪）
●構造／軽量鉄骨造鉄板葺2階建
●築年／S49.7新築
4586
●道路幅員／約18ｍ
●校区／義方小（約0.2㎞）返済例
月々約 59,700

9LDK+S

万円
本格木造住宅︒
眺望とってもステキです︒

5DK+S

円

2Ｋ×6

万円

米子市立町4丁目 2,150

小学校︑
幼稚園近く子育て環境が整って

77

います︒
義方小目の前︑人気の立地です︒

米子市祗園町2丁目 650

109

円

売アパート 収益物件

人気の観音寺新町︑ 万円
敷地広々約２１５坪︒

丸合近くお買い物便利︑大手 万円

●交通／いすずコテージバス停徒歩4分
●土地面積／252㎡（76.23坪）
●建物面積／100.72㎡（30.46坪）
●構造／木造アルミニューム板葺2階建
●築年／H11.4新築
●道路幅員／約8m
※管理費要
3875

98

5DK

2ＬDK （アイノピア）

人気の就将校区です︒ 万円

事業用物件

66

ハウスメーカの住宅です︒

西伯郡伯耆町福兼 680

区画
番号

いしはら皮膚科
クリニック
西福原東

●交通／富益団地バス停徒歩6分
●土地面積／295㎡（89.23坪）
●建物面積／132.98㎡（40.22坪）
●構造／軽量鉄骨造瓦葺2階建
●築年／H10.1新築 ●道路幅員／約4ｍ
4661
●校区／弓ヶ浜小（約1.8㎞）
返済例
※43条許可要
※面積は多少増減する可能性があり、それに伴い価格が増減する可能性があります。
月々約 32,000

円

87

万円

108

手入れの行き届いた
別荘です︒

事業用物件

●交通／富益南口バス停徒歩4分
●土地面積／577.21㎡（174.6坪）
●建物面積／146.04㎡（44.17坪）
●構造／木造瓦葺2階建 ●築年／S50.11新築
●平成３年増築 ●道路幅員／約14m
2780
※43条許可必要
●校区／弓ケ浜小（約1.6㎞）返済例
月々約 49,500

円

2DK×12

広いサンルーム付︒敷地広々︑万円

米子市皆生温泉2丁目 2,300 1,850

●交通／新田バス停徒歩6分
●交通／市役所前バス停徒歩3分
●土地面積／495㎡（149.73坪）
●土地面積／305.94㎡（92.50坪）
●建物面積／2,401.80㎡（726.50坪） ●建物面積／600.00㎡（181.50坪）
●構造／鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根葺9階建 ●構造／鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
●築年／S52.12新築
●築年／S49.2新築
●道路幅員／約6ｍ
●道路幅員／約19ｍ
●校区／福生西小（約1.4㎞）
4776
4876

107

4ＬＤＫ+Ｓ

59 分譲地 仲介手数料不要
米子市西福原7丁目

●交通／旗ヶ崎バス停徒歩6分
●土地面積／329.75㎡（99.70坪）
●建物面積／101.03㎡（30.56坪）
●構造／木造スレート・鉄板葺2階建
●築年／S49.10新築
4898
●道路幅員／約4ｍ
●校区／住吉小（約0.9㎞）返済例
月々約 32,000

●交通／後藤が丘中学校前バス停徒歩6分
●土地面積／236㎡（71.39坪）
●建物面積／92.69㎡（28.03坪）
●構造／軽量鉄骨スレート葺平屋建
●築年／S51.9新築 ●道路幅員／約5ｍ
3404
●校区／義方小（約0.7㎞）
※建物解体整地渡しの場合は900万円 返済例
月々約 22,200

米子市富益町 1,780

58

米子市富益町 1,150

5DK

●交通／米子駅まで徒歩約３分
●土地面積／123.13㎡（37.20坪）
●建物面積／73.10㎡（22.10坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S54.6新築
●道路幅員／約1.5m
●校区／明道小（約1.5㎞）
4871

76

57

米子市旗ヶ崎8丁目 1,150 米子市観音寺新町5丁目 3,850

米子市旗ヶ崎3丁目 800

3DK

家庭菜園も楽しめます︒

売ビル

万円
敷地広々︑
人気の住吉校区です︒

円

米子市加茂町2丁目 11,000

97

米子駅近く価格お手頃な 万円
住宅です︒ ※
再建築不可

収益物件

収益物件

万円
Ｒ１８１沿い︑
公会堂近くの物件です︒

●交通／JR山陰本線米子駅徒歩4分
●交通／夜見二区バス停徒歩3分
●土地面積／2,731.38㎡（826.24坪） ●土地面積／106.86㎡（32.32坪）
●建物面積／830.34㎡（251.17坪） ●建物面積／254.41㎡（76.95坪）
●構造／鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ●構造／鉄骨造陸屋根3階建
●築年／S57.11新築
●築年／H2.4新築
●H25外壁・屋根塗装、その他リフォーム
●道路幅員／約13m
●道路幅員／約7ｍ
※43条許可必要
4116
2713

96

事業用物件

56

米子市日野町 300

3LDK （大山の森）

丸合となり︑買物便利︒万円

売ビル

西伯郡伯耆町金屋谷 650

万円

米子市万能町 2,500

86

●交通／大山I.C.車で約10分
●交通／遊久の郷バス停徒歩3分
●土地面積／1,176.00㎡（355.70坪） ●土地面積／176.00㎡（53.20坪）
●建物面積／102.64㎡（31.04坪）
●建物面積／97.73㎡（29.56坪）
●構造／木造鉄板葺2階建
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H12.8新築 ●H29外壁塗装、ベランダ改修他 ●築年／H6.1新築 H7増築
4767 ●道路幅員／約6m
●道路幅員／約4m
※管理費要
●校区／名和小（約6.7㎞）返済例
月々約 32,800
4815

朝日町通りの角地です︒万円
飲食︑
居酒屋向き︒

事業用物件

●交通／溝口下バス停徒歩2分
●土地面積／219.43㎡（66.37坪）
●建物面積／117.68㎡（35.59坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S44.8新築
4125
●道路幅員／約4ｍ
●校区／溝口小（約1㎞） 返済例
月々約 8,300

2ＬＤＫ （遊久の郷）

市役所近く︑駅前通り 万円
沿いの好立地です︒

106

7DK

円

売店舗

万円

米子市夜見町 4,320

●交通／祗園町2丁目公民館入口バス停徒歩2分
●土地面積／189.91㎡（57.44坪）
●建物面積／247.64㎡（74.91坪）
●構造／鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
●築年／S59.8新築
●道路幅員／約12m
●校区／就将小（約1.3㎞）
4632

西伯郡大山町高田 1,180

手入れの行き届いた別荘︒自然 万円

事業用物件

2LDK×3

万円
米子駅近くの売ビルです︒
ガレージ付︒

105

米子市祗園町2丁目 980

85

に囲まれゆったり過ごせます︒

1K（ロフト付）×1６

万円

米子市錦町３丁目 4,400 4,200

95

売アパート 収益物件

居住用としても利用
可能な物件です︒

94

売アパート 収益物件

2ＬDK

円

●交通／大山I.Cまで車で約10分
●土地面積／259.00㎡（78.30坪）
●建物面積／72.90㎡（22.00坪）
●構造／木造ルーフィング葺2階建
●築年／H5.12新築
●道路幅員／約4m
※管理費要
4844

敷地広々８２６坪︑
事業所︑店舗向き︒

●交通／冨士見町バス停徒歩1分
●土地面積／98.98㎡（29.94坪）
●建物面積／218.55㎡（66.11坪）
●構造／鉄骨造鉄板葺3階建
●築年／S48.11新築
●道路幅員／約8ｍ
●校区／啓成小（約0.9㎞）
3214

万円
手入れの行き届いた別荘です︒

●交通／溝口I.Cより車で約15分
●土地面積／793㎡（239.88坪）
●建物面積／56.22㎡（17坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／H11.3新築
●道路幅員／約6m
※管理費要
4146

万円

売ビル

畑付き︑
家庭菜園楽しめます︒

西伯郡大山町高田 550

利便施設近くに揃っています︒

米子市冨士見町2丁目 250

公会堂近く︑国道１８１号線 万円

の通り沿いで立地良好！

事業用物件

円

西伯郡伯耆町丸山 850

●交通／上三柳バス停徒歩5分
●交通／JR境線後藤駅徒歩6分
●土地面積／1,153.68㎡（348.98坪） ●土地面積／265.05㎡（80.10坪）
●建物面積／395.4㎡（119.6坪）
×2
●建物面積／291.30㎡（88.10坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H3.2新築 ●道路幅員／約4ｍ ●築年／H3.2新築 ●道路幅員／約5.5ｍ
●校区／福米小（約1.4㎞）
●校区／義方小（約0.6㎞）
満室時想定家賃624,000円/月
【賃料収入】431,000円/月（満室想定）4754
4707

104

84

（ロイヤルシティ大山リゾートE-54） 1ＬDK （ロイヤルガーデンヒルズ）

ロフト付ワンルーム︑

4DK×10

温泉付別荘

万円

万円

米子市米原8丁目 5,800 5,480

万円
メゾネットタイプのお部屋です︒

93

売アパート 収益物件

マルイ近く便利な立地︒

●交通／ロイヤルホテル前バス停徒歩11分
●土地面積／1,142㎡（345.45坪）
●建物面積／236.15㎡（71.43坪）
●構造／木造鋼板葺地下1階付3階建
●築年／H8.7新築
●道路幅員／約6m
※管理費要
4622

83

万円
管理の行き届いた
別荘地内の住宅です︒

5ＬDK

円

円

西伯郡伯耆町小林 1,650

（ロイヤルシティ大山リゾートF-56）

グレードの高い大手上場企業 万円

温泉付別荘

のステキな別荘です︒

82

敷地広々約１５０坪︑ 万円
人気のエリアです︒

●交通／兼久地蔵前バス停徒歩2分
●土地面積／404.25㎡（122.28坪）
●建物面積／151.55㎡（45.84坪）
●構造／木造瓦・鉄板葺2階建
●築年／S49.2新築
4577
●道路幅員／約4.5m
●校区／五千石小（約1.7㎞）返済例
月々約 27,800

西伯郡伯耆町長山 300

溝口ＩＣ近く︑
手入れの 万円
行き届いた別荘です︒

●交通／JR境線河崎口駅徒歩12分
●土地面積／924.15㎡（279.55坪）
●建物面積／142.51㎡（43.1坪）
●構造／木造瓦葺平家建
●築年／S50.7新築 ※43条許可必要
2481
●道路幅員／約6m
●校区／河崎小（約0.3㎞）返済例
月々約 44,500

75

円

●交通／中西尾バス停徒歩3分
●土地面積／421.12㎡（127.38坪）
●建物面積／183.01㎡（55.36坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S56.1新築 ●道路幅員／約4m
3427
●校区／淀江小（約2.2㎞）
返済例
※別棟付
月々約 14,500

●交通／後藤ヶ丘中学校前バス停徒歩4分
●土地面積／373.55㎡（112.99坪）
※別途進入路部分あり
●建物面積／165㎡（49.91坪）
●構造／木造瓦葺2階建 ●築年／S41.12新築
●H14、H23、H24リフォーム ●道路幅員／約3ｍ 4681
●校区／住吉小（約1.0㎞）返済例
月々約 30,000

万円

●交通／西福原バス停徒歩3分
●土地面積／694.21㎡（209.99坪）
●建物面積／98.91㎡（29.92坪）
●構造／木造瓦葺2階建 ※老朽建物有（母屋）
●築年／S60.10新築
3048
●道路幅員／約1.8m
●校区／福米東小（約1.1㎞）返済例
月々約 21,700

6DK

9DK

価格お手頃な住宅
丸合近く買物便利︒

米子市福市 1,000

3DK

米子市上後藤1丁目 1,080

●交通／米子産業体育館前バス停徒歩9分
●土地面積／501.1㎡（151.58坪）
●建物面積／136.64㎡（41.33坪）
●構造／木造瓦葺平家建
●築年／S42.5新築 ●S46.11増築
4836
●道路幅員／約3.5ｍ
●校区／福米東小（約0.9㎞）返済例
月々約 50,000

65

円

米子市河崎 1,600

7ＬDK

64

水廻りリフォームしています︒万円

米子市淀江町富繁 520

2ＤＫ+物置

●交通／古谷団地バス停徒歩2分
●土地面積／248.49㎡（75.16坪）
●建物面積／130.82㎡（39.57坪）
●構造／木造瓦葺2階建 ●築年／S50.1新築
●S63変更・増築 ●道路幅員／約5m
4545
●校区／成実小（約2.6㎞）
返済例
※設備リース代金有
月々約 18,100
丸合近く買い物便利︒

米子市西福原2丁目 780

6DK

6DK

円

●交通／夜見二区バス停徒歩4分
●土地面積／381.37㎡（115.36坪）
●建物面積／108.68㎡（32.87坪）
●構造／木造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／不詳、S40,S50増築、H26一部取壊、変更
4458
●道路幅員／約2ｍ
●校区／弓ヶ浜小（約0.8㎞）返済例
月々約
8,100

74

吹き抜けのある明るい玄関︑万円
一部リフォーム済です︒

4DK

国道沿い︑敷地広々約１２２ 万円

73

米子市夜見町 290

坪！アルミカーポート付︒

河崎小近くの純和風住宅︒万円
敷地ゆったり約２８０坪︒

万円
敷地広々︑
自然豊かな環境です︒

72

円

円

円

市内中心︑天満屋近く 万円
広い敷地が魅力です︒

71

●交通／美吉バス停徒歩2分
●土地面積／333.51㎡（100.88坪）
●建物面積／182.92㎡（55.33坪）
●構造／木造瓦葺2階建 ●築年／S45.1新築
●S58増築、H20リフォーム ●道路幅員／約4m
2689
●校区／成実小（約2.7㎞）
（明道小に校区外申請可） 返済例
月々約 19,500

63

円

●交通／労災病院バス停徒歩7分
●土地面積／313㎡（94.68坪）
●建物面積／192.86㎡（58.34坪）
●構造／軽量鉄骨造スレート葺2階建
●築年／H7.10新築 ●H20外壁・屋根塗装
4668
●道路幅員／約14ｍ
●校区／福生東小（約1.4㎞）返済例
月々約 72,200

6DK

●交通／富益新田入口バス停徒歩4分
●土地面積／115.07㎡（34.8坪）
●建物面積／79.28㎡（23.98坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S53.2新築 ※43条許可必要
4733
●道路幅員／約6ｍ
●校区／弓ヶ浜小（約2.2㎞）返済例
月々約 9,700

55

米子市吉谷 650 米子市東福原8丁目 1,800

（吉谷団地）

万円

●交通／下三柳バス停徒歩4分
●土地面積／92.00㎡（27.83坪）
●建物面積／122.18㎡（36.95坪）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年／S42.12新築 ●H31リフォーム
4774
●道路幅員／約20m
●校区／加茂小（約1㎞） 返済例
月々約 26,400

6LDK+S

4DK

価格お手頃な
住宅です︒

米子市皆生新田3丁目 2,600 米子市美吉 700

4DK

米子市富益町 350

54

円

米子市河崎 950

米子駅まで車で約５分︒敷地広々万円

万円

約１００坪！角地で日当り良好︒

62

ハイグレードで手入れの行き届いた大手

61

円

●交通／昭和町バス停徒歩5分
●土地面積／76.75㎡（23.21坪）
●建物面積／116.85㎡（35.34坪）
●構造／鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
●築年／S53.5新築
4548
●道路幅員／約5m
●校区／明道小（約0.9㎞）返済例
月々約 9,800

4ＬDK
●交通／糀町バス停徒歩7分 倉庫・車庫
●土地面積／316.11㎡（95.60坪）
●建物面積／121.36㎡（36.71坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S54.7新築
4896
●道路幅員／約6m
●校区／啓成小（約1.0㎞）返済例
月々約 36,100

53

万円

米子市勝田町 1,300

6DK

ハウスメーカーのステキな住宅です︒

外中リフォームしました︒万円
幹線道路沿いの住宅です︒

60

米子市道笑町3丁目 350

円

円

●交通／大和橋バス停徒歩4分
●土地面積／532.46㎡（161.06坪）
●建物面積／296.59㎡（89.71坪）
●構造／木造瓦葺平家建
●築年／S57.11新築 ●道路幅員／約7ｍ
4680
●校区／淀江小（約2.4㎞）
※１階テナント付（２室中１室賃貸中） 返済例
月々約 59,700

52

価格お手頃な住宅︒
角地です︒

4LDK+店舗（2）

51

屋内Ｐスペースあり︑ 万円
縦列２台可

米子市淀江町佐陀 2,150

米子駅まで徒歩圏内︑ 万円
利便性の良い立地です︒

住居付事業用物件です︒

住居付事業用物件

ナフコ前Ｒ９沿いの好立地の 万円

50

7月号

事務所+5K

●交通／所子入口バス停徒歩9分
●土地面積／769.2㎡（232.68坪）
●建物面積／348.03㎡（105.27坪）
●構造／鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺・スレート葺2階建
●築年／H8.10新築
●道路幅員／約6ｍ
●校区／大山西小（約2.3㎞）
4595

