5月号

売却 購入

あんしんサポート

※広告有効期限／令和3年6月末日

川
茂
加

円

閑静な住宅団地︑日当たり 万円
通風良好な住宅です︒

イチエイ！

イチエイ

17

20

4ＬDK+S

350
4DK

円

●交通／堀川三福中橋バス停徒歩7分
●土地面積／237.02㎡（71.69坪）
●建物面積／133.15㎡（40.27坪）
●構造／木造合金メッキ鋼板葺2階建
●築年／R1.9新築
5231
●道路幅員／約6ｍ
返済例
●校区／福米西小（約0.7㎞）
月々約 101,400

25

西伯郡大山町西坪 1,100

4LDK

●交通／西坪バス停徒歩5分
●土地面積／311.90㎡（94.34坪）
●建物面積／96.05㎡（29.05坪）
●構造／木造瓦葺平家建
●築年／H8.11新築
5006
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／名和小（約1.7㎞）
月々約 30,600

32

米子市勝田町 1,080

4DK
倉庫・車庫
●交通／糀町バス停徒歩7分
●土地面積／316.11㎡（95.62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
返済例
●校区／啓成小（約1.0㎞）
月々約 30,000

円

3LDK+S

3LDK

●交通／大谷入口バス停徒歩6分
●土地面積／217.58㎡（65.81坪）
●建物面積／101.62㎡（30.74坪）
●構造／鉄骨・木造スレート葺2階建
●築年／S54.5新築 ●H20.4一部リフォーム
1808
●道路幅員／約2ｍ
返済例
●校区／就将小（約1.1㎞）
月々約 21,700

38

事務所付住宅

万円
皆生道路沿い︑
解体して
店舗用地としても魅力です︒

米子市西福原9丁目 3,650

オシャレなデザイン住宅です︒
人気の 万円

エリア︑利便施設近くに揃っています︒

新築建売

4733

9,700

円

●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
●道路幅員／約6ｍ
返済例
●校区／弓ヶ浜小（約2.2㎞）
月々約

780

屋内Ｐスペースあり︑ 万円
縦列２台可

31

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。

円

円

●交通／車尾5丁目バス停徒歩3分
●土地面積／661.55㎡（200.11坪）
●建物面積／150.01㎡（45.37坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／不詳 ●H20リフォーム
5032
●道路幅員／約5.5ｍ
返済例
●校区／車尾小（約0.4㎞）
月々約 75,000

ご満足の
ご満足のリフォームプラン

円

米子市車尾5丁目 2,700

豊富なお部屋情報を揃え

室内キレイです︒
名和ＩＣ︑万円
国道へのアクセス良好︒

24

37

お部屋探しも

住宅リフォームも
も

円

平成 年一部リフォームして 万円
います︒
ゆったりＰスペース︒

円

●交通／成実農協前バス停徒歩4分
●土地面積／290.37㎡（87.83坪）
●建物面積／127.73㎡（38.63坪）
●構造／木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S46.11新築
5385
●道路幅員／約6ｍ
返済例
●校区／成実小（約0.6㎞）
月々約 13,400

万円

27,500

6LDK

価格お手頃な住宅︒
角地です︒

月々約

円

●交通/角盤町4丁目バス停徒歩4分
●土地面積/2,756.07㎡（833.71坪）の内持分有
●専有面積/70.00㎡（21.17坪）内バルコニー8.40㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造9階建6階部分
●築年/S55.1新築 ●R1.7リフォーム
●管理費／7,080円/月 ●修繕積立金／6,160円/月
●駐車場／近隣5,000円/月〜
4949
返済例
●校区/義方小（約1.0km）

4LDK

●交通／河岡バス停徒歩7分
●土地面積／242.81㎡（73.45坪）
●建物面積／132.02㎡（39.93坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H14.3新築
5347
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／伯仙小（約1.5㎞）
月々約 44,500

480 米子市大谷町

万円

3LDK

1,600

８７

届いた住宅です︒人気の車尾校区︒

990

16

米子市富益町

万円

米子市河岡

3LDK+S

スーパー近く買い物便利︒手入れの行き

円

米子市米原1丁目

価格お手頃な
住宅です︒

設備保証・24時間駆けつけ

米子駅まで車で約５分︒万円
敷地広々約 坪

4LDK

●交通／弓ヶ浜バス停徒歩2分
●土地面積／206.17㎡（62.36坪）
●建物面積／105.00㎡（31.76坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／S58.8新築 ●道路幅員／約3.5ｍ
5093
●校区／弓ヶ浜小（約0.4㎞）
返済例
※43条許可必要
月々約 24,500

全面リフォーム済

青葉マンション

880

万円

米子市夜見町

小学校近く︑

広々バルコニー付の住宅です︒

30

4DK

9

2,150

米子市石井

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

●交通／東町バス停徒歩3分
●土地面積／249.10㎡（75.35坪）
●建物面積／84.26㎡（25.48坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S49.9新築
5383
●道路幅員／約5ｍ
返済例
●校区／西伯小（約4.5㎞）
月々約 12,500

円

●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0.8㎞）
※建物解体整地渡しの場合は900万円 返済例
月々約 22,200

円

36

西伯郡南部町東町 450

（米子ニュータウン）

5LDK

円

5DK

万円
室内全面リフォームしました︒

●交通／博愛病院前バス停徒歩7分
●土地面積／167.40㎡（50.63坪）
●建物面積／53.09㎡（16.05坪）
●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
●築年／S47.2新築 ※増築未登記あり
5213
●道路幅員／約4m
返済例
●校区／加茂小（約0.6㎞）
月々約 18,900

丸合近くお買い物便利︑
大手 万円

4DK

ハウスメーカの住宅です︒

680

1,780

築浅でキレイな住宅です︒万円
ゆったりＰスペース︒

円

米子市両三柳

敷地広々約１００坪︑ 万円
ゆったりＰスペース︒

別途老朽建物付︵現状渡︶
※

万円
イオン日吉津近く︑買物便利︒

米子市旗ヶ崎3丁目 800

市内中心便利な立地︒

20,300

29

円

月々約

●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
返済例
●校区／西伯小（約4.8㎞）
月々約 35,600
加茂小校区のお値段お手頃な 万円

●交通/後藤駅入口バス停徒歩4分
●土地面積/2,756.07㎡（833.71坪）の内持分有
●専有面積/83.75㎡（25.33坪）内バルコニー10.05㎡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 ●管理費／8,400円/月
●修繕積立金／7,370円/月
●駐車場／近隣５，
０００円/月〜
5359
返済例
●校区/義方小（約1.0km）

23

円

3LDK

2LDK

5LDK+S

平家住宅です︒

730

広々リビング魅力です︒

米子市米原1丁目

西伯郡南部町福成 1,280

万円
ミサワホームのステキな住宅︑

●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
返済例
●校区／彦名小（約2.4㎞）
月々約 21,700

青葉マンション

●交通／イオン日吉津西館バス停徒歩8分
●土地面積／494.77㎡（149.66坪）
●建物面積／83.21㎡（25.17坪）
●構造／木造スレート葺2階建・別棟、倉庫付
●築年／H13.4新築 ●道路幅員／約6ｍ
5380
●校区／彦名小（約1.1㎞）
返済例
※別途老朽建物有（現状渡し）
月々約 18,100

円

4DK

35

万円
敷地広々︑
ゆったりＰスペース︒

22,300

780

15

中古住宅・中古マンションのもしものために。

売却・購入をバックアップ 1年間 ※適用条件あります。

●交通／粟島神社前バス停徒歩3分
●土地面積／223.62㎡（67.64坪）
●建物面積／89.42㎡（27.04坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／H29.3新築 ●道路幅員／約6ｍ
5311
●校区／彦名小（約1.7㎞）
返済例
※43条許可必要
月々約 59,700

円

月々約

米子市彦名町

19

円

●交通/市役所前バス停徒歩4分
●土地面積/2,285.73㎡（691.43坪）の内持分有
●専有面積/68.60㎡（20.75坪）内バルコニー7.56㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造陸屋根11階建4階部分
●築年/H7.10新築 ●管理費／4,300円/月
●修繕積立金／8,300円/月 ●駐車場／近隣約10,000円
●自治会費／200円/月
4960
返済例
●校区/就将小（約1.3km）

万円

3LDK

円 中庭のある築浅のオシャレな

800

別棟物置付︒

米子市加茂町1丁目

28

上層階のお部屋です︒利便性の万円

クリーンピア米子加茂町

27,800

●交通／図書館前バス停徒歩1分
●土地面積／155.65㎡（47.08坪）
●建物面積／99.72㎡（30.16坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S63.5新築
5088
●道路幅員／約12ｍ
返済例
●校区／西伯小（約0.2㎞）
月々約 22,300

よい立地︒
ペット可︵規定有︶

34

月々約

米子市彦名町

●交通／富益真誠会バス停徒歩5分
●土地面積／391.33㎡（118.37坪）
●建物面積／167.87㎡（50.78坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H11.9新築 ●道路幅員／約3m
5304
●校区／和田小（約0.8㎞）
返済例
※４３条許可必要
月々約 35,600

（グリーンタウン四季）

円

●交通/天神橋バス停徒歩1分
●土地面積/651.19㎡（196.98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陸屋根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
5337
返済例
●校区/就将小（約1.4km）

3LDK+S

円

3LDK

円

1,000

西伯郡南部町法勝寺 800

万円

米子市西倉吉

設備保証・24時間駆けつけ

西伯郡日吉津村日吉津 650

22

ホック近く買い物便利︒

リヴィエール

21

Ｈ 一部リフォームしています︒

32,000

●交通／マルイ安倍店前バス停徒歩8分
●土地面積／604.50㎡（182.86坪）
●建物面積／190.82㎡（57.72坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S50.5新築 ●H29.4リフォーム
●道路幅員／約4ｍ ●校区／住吉小（約0.7㎞） 5329
返済例
※賃貸可月額100,000円
月々約 73,600

円

月々約

円

●交通/上福原三叉路バス停徒歩3分
●土地面積/5,375.98㎡（1,626.23坪）の内持分有
●専有面積/76.00㎡（22.99坪）内バルコニー12.00㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造陸屋根14階建3階部分
●築年/H7.2新築 ●H21、H26他リフォーム
●管理費／7,100円/月 ●修繕積立金／8,200円/月
●駐車場／5,000円/月 ●トランクルーム／500円/月 5326
返済例
●校区/福生東小（約1.2km）

6LDK

8

米子市和田町 1,280

5LDK+S

3LDK

小学校近く︑
銀行︑
役所 万円
等近くに揃っています︒

3LDK

米子市旗ヶ崎9丁目 2,650

角部屋で採光通風良好︑ 万円
市内中心便利な立地です︒

1,150

29

円

米子市上福原3丁目

陽当り良好の南向きのお部屋です︒万円

グランディオス米子

24,500
一部リフォーム済︒
トランクルーム付︒

33

月々約

円

●交通/上福原三叉路バス停徒歩2分
●土地面積/5,375.95㎡（1,626.22坪）の内持分有
●専有面積/101.00㎡（30.55坪）内バルコニー27.00㎡含む
●構造/鉄筋コンクリート造陸屋根14階建4階部分
●築年/H7.2新築 ●管理費／8,200円/月
●修繕積立金／9,600円/月 ●駐車場／5,000円/月
●トランクルーム／400円/月
5239
返済例
●校区/福生東小（約1.4km）

デザイン性の良い住宅です︒

3LDK

27

●交通／新開バス停徒歩2分
●土地面積／384.19㎡（116.21坪）
●建物面積／79.87㎡（24.16坪）
●構造／木造合金メッキ鋼板葺平家建
●築年／H30.10新築
5189
●道路幅員／約3ｍ
返済例
●校区／福米西小（約0.9㎞）
月々約105,600

万円

米子市上福原3丁目

880

万円

グランディオス米子

円

円

角部屋

丸合︑
銀行︑
バス停近く便利な

立地です︒
トランクルーム付︒

26

●交通／富吉入口バス停徒歩3分
●土地面積／194.63㎡（58.87坪）
●建物面積／115.93㎡（35.06坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／R2.5新築
5200
●道路幅員／約6ｍ
返済例
●校区／日吉津小（約0.8㎞）
月々約 82,800

20

14

5

●交通／後藤川バス停徒歩5分
●土地面積／330.68㎡（100.03坪）
●建物面積／123.00㎡（37.20坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H15.11新築
5384
●道路幅員／約4ｍ
返済例
●校区／彦名小（約1㎞）
月々約 49,500

4LDK+S

●交通／河岡バス停徒歩5分
●土地面積／243.47㎡（73.64坪）
●建物面積／108.47㎡（32.81坪）
●構造／木造合金メッキ鋼板葺2階建
●築年／H27.1新築
5130
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／伯仙小（約1.6㎞）
月々約 70,800

ＬＤＫ空間に中庭のある高天井で万円

●交通／鉄工センターバス停徒歩6分
●土地面積／165.61㎡（50.09坪）
●建物面積／116.10㎡（35.12坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H27.12新築
4934
●道路幅員/約4ｍ
返済例
●校区／弓ヶ浜小（約1.3㎞）
月々約 67,200

設備保証・24時間駆けつけ

米子市新開4丁目 3,800

5LDK

円

●交通／後藤ヶ丘中学校前バス停徒歩7分
●土地面積／108.75㎡（32.89坪）
●建物面積／63.76㎡（19.28坪）
●構造／木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S48.3新築 ●S58増築
5370
●道路幅員／約5.8ｍ
返済例
●校区／義方小（約0.8㎞）
月々約 16,200

4ＬDK+S

13

西伯郡日吉津村富吉 2,980

人気の住吉校区︒

米子市夜見町 2,420

5DK

設備保証・24時間駆けつけ

市内中心
便利な立地です︒

米子市三本松3丁目 580

新築未入居

万円
Ｈ 全面リフォームしました︒

万円

設備保証・24時間駆けつけ

築浅でデザイン性の高い

19

12

円

●交通／安養寺橋バス停徒歩10分
●土地面積／180.37㎡（54.56坪）
●建物面積／139.94㎡（42.33坪）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年／H2.9新築
5308
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／成実小（約2.4㎞）
月々約 30,000

●交通／旗ヶ崎バス停徒歩5分
●土地面積／160.06㎡（48.41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 ●R2.1リフォーム
5100
●道路幅員／約6ｍ
返済例
●校区／住吉小（約0.9㎞）
月々約 69,200

2,550

米子市河岡

4LDK+S

大手ハウスメーカーの 万円
素敵な新築住宅です︒

4LDK+S

地元有名メーカーの住宅です︒

人気のエリア︑
万円
価格お手頃な住宅です︒

18

1,080

円

円

●交通／日原バス停徒歩9分
●土地面積／180.15㎡（54.49坪）
●建物面積／122.88㎡（37.17坪）
●構造／木造セメント瓦葺2階建
●築年／H1.4新築
5340
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／成実小（約2.3㎞）
月々約 32,500

米子市宗像

（宗像ニュータウン）

設備保証・24時間駆けつけ

円

6LDK

万円

1,170

万円

米子市宗像

（宗像ニュータウン）

手入れの行き届いた
住宅です︒

11

19

59,700

円

一部リフォーム済

平成 年
一部リフォーム済︒

10

5375

返済例
月々約

2,490

万円

●外壁・屋根塗装
●アルミフェンス新設
●システムキッチン
●システムバス
●洗面化粧台
●トイレ
●エコキュート新品交換
●フローリング貼
●TVドアホン新品交換
●クロス・CF貼替
●畳表替
●ハウスクリーニング 他

デザイン住宅です︒

米子市旗ヶ崎6丁目

2,580

〈リフォーム内容〉

米子市彦名町

3LDK

7

閑静な住宅街︑
人気の住吉校区︒万円

全面リフォーム済

リノベーション物件です︒

6

設備保証・24時間駆けつけ

●交通／住宅団地バス停徒歩13分
●土地面積／166.30㎡（50.30坪）
●建物面積／89.42㎡（27.04坪）
●構造／木造合金メッキ鋼板葺2階建
●築年／H31.3新築
5381
●道路幅員／約6ｍ
返済例
●校区／加茂小（約1.3㎞）
月々約 66,100

円

尚徳中

2,380

米子市河崎

●交通／日原バス停徒歩1分
●土地面積／380.95㎡（115.23坪）
●建物面積／156.69㎡（47.39坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S44.9新築 ●R2全面リフォーム
5306
●道路幅員／約27ｍ
返済例
●校区／成実小（約1.8㎞）
月々約 82,800

3LDK+S

●交通／宗像バス停徒歩13分
●土地面積／203.74㎡（61.63坪）
●建物面積／130.00㎡（39.32坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H15.4新築
●R3.5リフォーム
●道路幅員／約8ｍ
●校区／成実小（約1.4㎞）

設備保証・24時間駆けつけ

3LDK+S

米子病院

現地

2,150

米子市日原 2,980 2,780

セブン
イレブン

4

築浅の住宅です︒
オール電化︑万円

181

岡田商店

3

Ｐスペース３台可︒

米子市日原

（グリーンヒルズ日原）

※当日は案内板を目印にお越しください。

ナビ検索の住所は 米子市日原710-12 を入力してください

万円

設備保証・24時間駆けつけ

オープンハウス開催
5/23（日）10:30〜15:30

全面リフォーム済

全面リノベーション済︑
Ｐスペース５台可︒

太陽光発電システム付
白アリ・雨漏り2年間保証

2

万円

住まい給付金
50万円有
（上限規定有）

全面リフォーム済

外・中キレイにリフォームしました︒万円
太陽光発電システム付︒即入居可︒

1

米子市東福原2丁目 2,400

事務所付住宅

●交通／天満屋前バス停徒歩1分
●土地面積／230.09㎡（69.60坪）
●建物面積／239.43㎡（72.42坪）
●構造／鉄骨鉄筋コンクリートブロック陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S37.11新築 ●S47.9増築
●道路幅員／約19m
●校区／福米東小（約0.6㎞）
5003

●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。

★営業時間／平 日 AM9：00〜PM5：30
日祭日 AM9：30〜PM5：30
日・祝日営業しています

！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。

円

65

4067

5,600

森の中の暖炉付きの
ハイグレードでステキな
マンションです。

他メゾネットタイプ2LDK 490万円あります。

セジュール大山Ｄ棟

4K

円

●交通／島田バス停徒歩6分
●土地面積／241.32㎡（72.99坪）
●延べ面積／85.01㎡（25.71坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／S44.6新築
●道路幅員／約2m
返済例
●校区／島田小（約0.8㎞）
月々約

西伯郡大山町鈑戸

200

1ＬＤＫ

●交通／種原バス停徒歩約６分
●土地面積／11,470㎡（3,469.67坪）の内持分有
●専有面積／62.96㎡（19.04坪）内バルコニー6.14㎡含む
●構造／鉄筋コンクリート造4階建２階部分
●築年／Ｈ元.11新築
●管理費／12,700円/月
●修繕積立金／1,600円/月

74

米子市河崎

5040

950

万円

4DK

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
返済例
●校区／加茂小（約1㎞）
月々約 26,400

83

400

万円

米子市朝日町

改装して居酒屋に最適な
立地です︒中庭付です︒

4ＤＫ

●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
返済例
●校区／啓成小（約1.2㎞）
月々約 11,100

円

●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。

安来市島田町 280 200

外中リフォームしました︒
幹線道路沿いの住宅です︒

●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／鉄骨造2階建
●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

安来市

万円

4LDK+店舗（2）

56

万円

米子市淀江町佐陀 2,150

4DK＋S

●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
返済例
●校区／義方小（約0.6㎞）
月々約 26,400
水廻り一部リフォーム済︒
のどかな環境の立地です！

住居付事業用物件

950

米子市灘町3丁目

万円

82

外中リフォームしました︒
市内中心便利な立地︒

●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
返済例
●校区／弓ケ浜小（約1.7㎞）
月々約 49,500

円

●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
返済例
●校区／就将小（約0.7㎞）
月々約 38,300

4ＬＤＫ+Ｓ

47

万円

6LDK+店舗

1,780

万円

1,380

米子市富益町

円

米子市東町

店舗付住宅

4844

73

ナフコ前Ｒ９沿いの好立地の
住居付事業用物件です︒

●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

81

円

2Ｋ×6

●交通／大山I.Cまで車で約10分
●土地面積／259.00㎡（78.34坪）
●建物面積／72.90㎡（22.05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

2ＬDK

万円

米子市祗園町2丁目 500

西伯郡大山町高田 550

広いサンルーム付︒敷地広々︑
家庭菜園も楽しめます︒

収益物件

円

64

4622

売アパート

6DK

手入れの行き届いた別荘です︒ 万円
畑付き︑家庭菜園楽しめます︒

72

万円

●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

550

●交通／東天神町バス停徒歩1分
●土地面積／356.68㎡（107.89坪）
●延べ面積／158.67㎡（47.99坪）
●構造／木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S38.6新築
3975
●道路幅員／約4m、約12m
返済例
●校区／荒島小（約1.2㎞）
月々約 15,300

（ロイヤルガーデンヒルズ）

5ＬDK

4361

8,400

本格木造住宅です︒
Ｐスペース５台可！

西伯郡伯耆町小林 1,650

万円

温泉付別荘

円

2775

イオン近く買物便利︒
敷地広々約１２５坪！

63

万円

事務所・店舗

●交通／高尾バス停徒歩1分
●土地面積／590.07㎡（178.49坪）
●建物面積／59.62㎡（18.03坪）
●構造／軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
●築年／S57.6新築
●道路幅員／約10m
●校区／根雨小（約1.7㎞）

●交通／新十神バス停徒歩3分
●土地面積／261.10㎡（78.98坪）
●延べ面積／217.32㎡（65.73坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S48.2新築 ●S61リフォーム
5225
●道路幅員／約4m
返済例
●校区／十神小（約2.5㎞）
月々約 13,900

3DK

安来市

安来市荒島町

8K

駅前通りの
とても便利な立地です︒

4776

日野郡日野町高尾 480

500

安来市黒井田町

55

万円

80

2DK×12

事業用物件

安来市

人気の就将校区です︒

●交通／新田バス停徒歩6分
●土地面積／495㎡（149.73坪）
●建物面積／600.00㎡（181.50坪）
●構造／鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
●築年／S52.12新築
●道路幅員／約6ｍ
●校区／福生西小（約1.5㎞）

54

グレードの高い大手上場企業の 万円
ステキな別荘です︒

米子市皆生温泉2丁目 1,850

●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
●道路幅員／約2m
返済例
●校区／淀江小（約3.3㎞）
月々約

円

収益物件

●交通／冨士見町バス停徒歩8分
●土地面積／112.39㎡（33.99坪）
●建物面積／75.81㎡（22.93坪）
●構造／木造スレート葺平家建
●築年／S43.7新築
5218
●道路幅員／約4ｍ
返済例
●校区／啓成小（約1.0㎞）
月々約 13,400

万円

●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

売マンション

米子市淀江町佐陀

円

貸駐車場・売テナントビル

71

5199

8,400

300

米子市博労町3丁目 480

（ロイヤルシティ大山リゾートF-56）

3DK

●交通／奥ノ谷バス停徒歩4分
●土地面積／428.00㎡（129.47坪）
●建物面積／66.27㎡（20.04坪）
●構造／木造瓦葺平家建
●築年／H9.1新築 ●道路幅員／約2ｍ
●校区／成実小（約1.2㎞）
返済例
※４３条許可必要
月々約

46

土地でも売り出し中です！
現状渡し
※

米子市皆生温泉3丁目 3,200

300

万円
冨士見町駅近く︑
玄関南西向きで日当たり良好︒

4973

米子市奥谷

万円

3355

79

事業用物件

62

円

5237

●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

売旅館

●交通／公会堂前バス停徒歩3分
●土地面積／161.69㎡（48.91坪）
●建物面積／742.95㎡（224.74坪）
●構造／鉄骨造陸屋根葺6階建
●築年／H2.7新築
●道路幅員／約7.5ｍ
満室時想定家賃548,000円/月

1K×26

●交通／安来市役所前バス停徒歩4分
●土地面積／218.18㎡（65.99坪）
●延べ面積／181.01㎡（54.75坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S38.1新築 ●S53.7増築
4552
●道路幅員／約3m
返済例
●校区／十神小（約0.6㎞）
月々約 19,500

円

●交通／大山寺バス停徒歩1分
●土地面積／374.47㎡（113.27坪）
●建物面積／440.83㎡（133.35坪）
●構造／木・鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S34.8新築
●道路幅員／約6ｍ

西伯郡大山町大山 1,480

米子市冨士見町2丁目 4,500

万円

7LDK+店舗

5153

万円

2940

西伯郡大山町大山 980

78

事業用物件

保守管理の行き届いた
旅館です︒

売店舗

5195

万円

●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

500

77

事業用物件

大山寺入口︑眺望がステキな
店舗付住宅です︒

4116

米子市朝日町

万円

●交通／JR山陰本線米子駅徒歩4分
●土地面積／106.86㎡（32.32坪）
●建物面積／254.41㎡（76.95坪）
●構造／鉄骨造陸屋根3階建
●築年／S57.11新築
●H25外壁・屋根塗装、その他リフォーム
●道路幅員／約7ｍ

売ビル

76

事業用物件

朝日町通りの角地です︒
飲食︑居酒屋向き︒

2,500

万円

米子市万能町

4707

米子駅近くの売ビルです︒
ガレージ付︒

75

事業用物件

収益物件

8DK

敷地広々１７８坪︒
事業主さんいかがですか︒

●交通／マルイ安倍店前バス停徒歩1分
●土地面積／642.72㎡（194.42坪）
●建物面積／456.81㎡（138.18坪）
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根葺3階建
●築年／S56.2新築
●道路幅員／約5.5ｍ
満室時想定家賃426,000円/月

売マンション

700

万円

●交通／福生西六区バス停徒歩4分
●土地面積／411.03㎡（124.33坪）
●建物面積／241.32㎡（72.99坪）
●構造／軽量鉄骨造スレート葺2階建
●築年／H9.12新築
●道路幅員／約3.5m
●校区／福生西小（約0.9㎞）

70

安来市安来町

安来市

丸合となり︑買物便利︒

●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㎞）
※現在満室（家賃収入135,000円/月）
4632

12室/1K・2K・1R

●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
4690
●道路幅員／約2ｍ ※別途物置付
返済例
●校区／車尾小（約0.9㎞）
月々約 24,500

53

4122

万円

●交通／上三柳バス停徒歩5分
●土地面積／1,153.68㎡（348.98坪）
●建物面積／395.40㎡（119.60坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H3.2新築 ●道路幅員／約4m
●校区／福米東小（約1.4㎞）
※満室時想定家賃600,000円/月

3,250

9DK+S

●交通／元町バス停徒歩5分
●土地面積／769.55㎡（232.78坪）
●建物面積／424.31㎡（128.35坪）
●構造／鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
●築年／階S43.7新築
●道路幅員／約2m ●校区／境小（約0.2㎞）
●付属建物 居宅（木造鉄板葺）

45

4DK

敷地広々︑
平家住宅です！

米子市安倍

2DK×5、1DK×1

米子市車尾6丁目 880

テナントビルのオーナーに
なりませんか？

米子市皆生温泉1丁目 2,300

2LDK×3

61

万円

米子市祗園町2丁目 780

4DK×5戸×2棟

万円

米子市米原8丁目 6,200

●交通／黒井田バス停徒歩4分
●土地面積／174.59㎡（52.81坪）
●延べ面積／119.92㎡（36.27坪）
●構造／木造瓦葺２階建 ●築年／S52.12新築
●H11年頃、H20年頃一部リフォーム済み（キッチン・浴室・トイレ・水廻り・その他）
2964
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／島田小（約2.4㎞）
月々約 7,800

事業用

万円

収益物件

7DK

750

市内中心便利な立地︒
部屋数多く︑収納たっぷり♪

売マンション

280

市内中心便利な立地︒

69

安来市黒井田町

円

●交通／駄倉バス停徒歩1分
●土地面積／195.28㎡（59.07坪）
●建物面積／134.19㎡（40.59坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S63.11新築 ※瑕疵あり
5145
●道路幅員／約6.5ｍ
返済例
●校区／淀江小（約0.7㎞)
月々約12,000

安来市

境港市元町

境港市

万円

5DK

52

4671

万円

米子市淀江町西原 430

●交通／東本町バス停徒歩2分
●土地面積／918.39㎡（277.81坪）
●建物面積／109.9㎡（33.24坪）
●構造／木造鉄板葺2階建
●築年／S42.2新築 ●道路幅員／約15m
●校区／境小（約0.8㎞）
※別途診療所付（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建）306.07㎡(92.58坪)

44 事業用物件

市内中心ベンチな立地︒
境小学校すぐ近く！

60

5DK+S+車庫

敷地広々１４７坪︑
人気の車尾校区です︒

●交通／JR安来駅徒歩1分
●土地面積／149.98㎡（45.30坪）
●延べ面積／165.70㎡（50.10坪）
●構造／木造瓦・セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺２階建
●築年／S23.1新築
4730
●道路幅員／約14m
返済例
●校区／十神小（約1.1㎞）
月々約 25,000

700

境港市朝日町

円

収益物件

6DK

境港市

万円
安来駅まで車で約３分！
価格とってもお手頃な住宅です︒

売アパート

900

円

68

安来市安来町

安来市

マルイの隣︑買い物
便利な立地です︒

●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
返済例
●校区／河崎小（約0.3㎞）
月々約 44,500

51

43

二面道路の好立地事業用として 万円
利用可！敷地広々約２２７坪︒

3DK

●交通／財ノ木バス停徒歩6分
●土地面積／842.97㎡（254.99坪）
●建物面積／119.69㎡（36.2坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／S55.8新築
3483
●道路幅員／約3m
返済例
●校区／中浜小（約0.8㎞)
月々約 24,500

円

1,600

5DK

円

米子市河崎

880

万円

収益物件

59

境港市財ノ木町

価格お手頃な住宅です︒

売アパート

●交通／加茂バス停徒歩3分
●土地面積／262.26㎡（79.30坪）
●延べ面積／176.30㎡（53.30坪）
●構造／木造瓦葺２階建
●築年／S55.10新築
4860
●道路幅員／約4m
返済例
●校区／社日小（約1.4㎞）
月々約 30,600

万円
外壁塗装他一部リフォーム済︑
大手ハウスメーカーのアパートです︒

67

6DK+S

円

●交通／市立病院入口バス停徒歩2分
●土地面積／359.11㎡（108.63坪）
●延べ面積／82.75㎡（25.03坪）
●構造／鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺3階建
●築年／S47.7新築 ※増築部分未登記
5320
●道路幅員／約7m
返済例
●校区／広瀬小（約0.6㎞）
月々約 9,800

1,100

万円

7DK

安来市安来町

安来市

河崎小近くの純和風住宅︒
敷地ゆったり約２８０坪︒

収益物件

350

安来市広瀬町

現在満室です︒令和３年屋上防水 万円
工事︑水道設備更新済︒

売アパート

メゾネットタイプのお部屋です︒ 万円
マルイ近く便利な立地です︒

66

安来市

円

円

●交通／新十神バス停徒歩3分
●土地面積／102.30㎡（30.94坪）
●建物面積／134.94㎡（40.81坪）
●構造／軽量鉄骨及びブロック造スレート及び鉄板葺2階建
●築年／S45.4新築
3869
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／十神小（約2㎞）
月々約 5,600

58

50

円

5DK

●交通／安来市役所前バス停徒歩7分
●土地面積／330.56㎡（99.99坪）
●延べ面積／146.13㎡（44.20坪）
●構造／木造瓦葺２階建
●築年／S59.7新築
5283
●道路幅員／約3m
返済例
●校区／十神小（約0.9㎞）
月々約 30,600

万円

200

万円

安来市黒井田町

5LDK+S

価格お手頃な住宅です︒

安来市

人気の十神校区︑
価格お手頃です！

57

1,100

円

円

●交通／東天神町バス停徒歩3分
●土地面積／155.40㎡（47.00坪）
●延べ面積／106.91㎡（32.34坪）
●構造／木造瓦葺２階建
●築年／H23.8新築
5364
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／荒島小（約1.1㎞）
月々約 33,400

安来市飯島町

●交通／渡町八区北口バス停徒歩4分
●土地面積／275.30㎡（83.27坪）
●建物面積／129.04㎡（39.03坪）
●構造／木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
●築年／S45.11新築 ●S53増築
3919
●道路幅員／約2m
返済例
●校区／渡小（約1.2㎞）
月々約 11,200

境港市

万円
安来駅まで徒歩約１分！
価格とってもお手頃な住宅です︒

4LDK

安来市

6DK

万円

1,200

49

人気の十神小校区︑市役所・スーパー等 万円
利便施設近くに揃っています︒

安来市荒島町

万円

設備保証・24時間駆けつけ

円

円

安来市

荒島駅近くの築浅住宅︒
アルミカーポート付︒

48

400

42

敷地広々約２５４坪︑
純和風の住宅です︒万円
リフォームお気軽にご相談下さい！

●交通／旧外江交番バス停徒歩7分
●土地面積／235.31㎡（71.18坪）
●建物面積／115.86㎡（35.04坪）
●構造／木造スレート葺2階建
●築年／H8.11新築
3264
●道路幅員／約3m
返済例
●校区／外江小（約0.4㎞）
月々約 37,500

境港市渡町

人気の社日校区！
一部リフォーム済です︒

●交通／トライアル前バス停徒歩2分
●土地面積／337.51㎡（102.09坪）
●建物面積／143.00㎡（43.25坪）
●構造／木造瓦葺2階建
●築年／H16.11新築
5349
●道路幅員／約6m
返済例
●校区／渡小（約1.5㎞）
月々約 75,000

5LDK

境港市

円

境港市外江町

5LDK+S

41

万円

1,350

境港市夕日ヶ丘2丁目 2,700

近くに利便施設充実の
立地です︒

境港市

外江小学校すぐ近く大手ハウスメーカの 万円

設備保証・24時間駆けつけ

40

ステキな住宅です！ゆったりＰスペース♪

境港市

トライアル近く買い物便利︑
敷地広々︒万円
駐車スペース５台可︒

39

5月号

