
週末は三越商事大分の家づくりを覗きに行こう！体験をしよう！参考にしよう！　　　　　　　　　ホームページ http://www.mitsukoshi-oita.co.jp/

別府市にお住いのみなさん！上原町で 　　　　　　　　　　　を開催いたします！この機会にぜひ、三越商事大分の見学会へ遊びに来てください！

商業施設が多く利便性の高い別府上原町で住まいづくりしませんか？

【建築条件付宅地】この土地は土地売買契約後
3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結
していただくことを条件として販売します。土
地売買契約後、建築設計の協議をしていただき
ますが、3ヶ月程度にこの契約が成立しない場
合には、土地売買契約は解除され、当社は土地
代金（申込証拠金、手続金等含む）は全額無条
件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復
の上、当社に引き渡していただく必要がありま
す。※上記金額に別途保証料等費用が必要です。
詳しくは弊社担当までお尋ねください。

ブリス上原町

価格表
1

4

5

13,544,000 円

13,812,000 円

14,115,000 円

139.35㎡ (42.15坪 )

141.08㎡ (42.67坪 )

132.35㎡ (40.03坪 )

〈物件概要〉●所在地 /別府市上原町●土地権利 /
所有権●地目 /宅地●用途地域 /近隣商業地域●
建ぺい率 /80％●容積率 /200％●接道状況 /南
側道路4.5ｍ●設備 /九州電力・プロパン・公営
水道●総区画数 /5区画●今回販売区画数 /3区画
●備考 /建築・外構条件付●取引態様 /売主

価　格敷 地 面 積No
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今週末の見学会は！

みんなが集まるリビングに、
家族の想いを込めて。
湯の町、別府のHOTな見学会。

キッチンカウンターを
造作で設置01

2 階に寝室から行き来
できる納戸を設置03

洗面脱衣室に
棚を造作して収納充実02

完成見学会の
ポイント！

施主様からのアドバイス！

※写真は過去の三越商事大分の施工事例です。
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詳しくは、
ホームページを
ご覧ください。

予算内で完全自由設計

自社保有の豊富な土地
充実のスタイルバリエーション

三越商事大分の家は「自由設計」

山の手小学校 山の手中学校 建築・外構条件付き宅地

。

三越商事大分の営業マンに任せて安心。Wサポート！

は、不動産は土地と建物で
それぞれ専門分野が異なり

ます。一般的に、建物の営業を
されている方は土地の知識が乏
しい方が多く、土地の営業をさ
れている方は建物の知識が乏し
い方が多いです。ですが、三越
商事大分の営業マンは一人で土
地・建物、双方の知識が豊富です。

越商事大分は不動産会社と
して土地を活用していく中

で、注文住宅に進出しました。
土地・建物、双方共にプロの目
線でお客様にアドバイス・ご提
案を出来るようにするためです。
これが土地探し＆注文住宅で失
敗しない１つのポイントです。

地の情報収集・提供サービ
スが、三越商事大分営業マ

ンの仕事です。そのため、相場
も含めて最新の情報、将来起こ
りうるトラブルなどの情報、お
客様にご決断していただけるた
めの正確な情報を提供する事が
最高のサービスであると考えて
います。

家のウンチク、教えマス。

土地・建物の双方共に
詳しい営業マン

土地・建物 双方共に
プロ目線でご提案！

三越商事大分が考える
最高のサービス！

青山通り青山通り

ビーコンプラザ至



ママの理想の家事動線を叶えた、家族を感じられるリビング

別府火売分譲住宅

〈物件概要〉●所在地 /別府市大字鶴見字山
王825番他●土地権利 /所有権●地目 /宅地
●用途地域 /第1種中高層住専●建ぺい率
/60％●容積率 /200％●交通 /別府大学駅
まで徒歩約37分●道路幅員 /アスファルト
道路5m・6m●九州電力・公営水道・浄化
槽●開発面積 /5973.00㎡●総区画数 /20区
画●今回販売区画数 /15区画●建築・外構
条件付き宅地●取引態様 /売主

朝日中学校区朝日小学校区

3LDK

2,680

【販売概要】●所在地 /別府市大字鶴見字山王825番●建築確
認番号 /第 H301267号●地目 /宅地●用途地域 /第一種中高
層住専●建ぺい率 /60％●容積率 /200％●設備 /九州電力・
オール電化・公営水道・浄化槽●道路幅員 /アスファルト道
路5ｍ・6ｍ●交通 /別府大学駅まで徒歩約37分●完成年月 /
平成30年12月●取引形態 /売主

ローン例

ローン例

面積表
・延床面積　115.10㎡ (34.81坪 )
・土地面積　185.18㎡ (56.02坪 )

2680万円頭金0円の場合

62,229月々
お支払い例 円

借入2,625万円、頭金0円の場合

ボーナス返済額（年2回）　69,494円

込土地 建物 外構

万円
税込

ボーナス返済額（年2回）69,494円

※【月々のお支払い例に関して】九州ろうきん /変動金利
0.65％（最大引き下げ金利）＋保証料0.20％の場合で算出 /返
済期間35年 /頭金0円 /毎月均等払い /金利、返済額につきま
しては、平成31年3月で算出しており、金利情勢により変更
が生じる場合があります。なお、審査によってはご希望に
添えない場合もございますのでご了承ください。※登録に伴
う諸費用が別途必要です。

畳コーナー+

物入

トイレ

畳コーナー
(4.5帖 )

(5.0帖 )

(13.0帖 )

キッチン

リビング

玄関

土
間
収
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ホール

洗面脱衣室 浴室

1F

子供室
(5.3帖)

子供室
(5.3帖)

ウォークイン
クローゼット

ウォークイン
クローゼット

ウォークイン
クローゼット 納戸

物入

ホール

トイレ

夫婦寝室
(5.5帖)

バルコニー

2F

※【月々のお支払い例に関して】九州ろうきん /変動金利
0.65％（最大引き下げ金利）＋保証料0.20％の場合で算出 /
返済期間35年 /頭金0円 /毎月均等払い /金利、返済額につ
きましては、平成31年3月で算出しており、金利情勢によ
り変更が生じる場合があります。なお、審査によっては
ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
※登録に伴う諸費用が別途必要です。

畳コーナー畳コーナー 小上がりの畳コーナー
にカウンターを設置し
ました。カウンターは
子供の勉強スペースや
ダイニングに。キッチ
ンから遊ぶ子供たちも
見れ安心です。

2F廊下
&  ウォークインクローゼット
2F廊下
&  ウォークインクローゼット

2階廊下に収納を設け、
子供室にはクローゼッ
トを設けず部屋入口に
ウォークインクロー
ゼットを設けました。
小窓も入れているので
通気性も良好です。

リビングリビング リビングとダイニング
が見渡せるようにキッ
チンを配置。リビング
の形を変形することで
１ｓｔリビング、２ｓ
ｔリビングとして利用
できます。

キッチン～浴室キッチン～浴室 キッチンのすぐ隣に洗
面脱衣所と浴室がある
ので、忙しいママには
嬉しい短い家事動線で
す。スムーズに家事が
こなせるからとても楽
チンで嬉しいです！

建築プラン例（区画NO.6）下記プランは一例です。プランは自由に変更できます。

価　格敷 地 面 積敷 地 面 積NoNo

2

3

4

6

8

9

10

12

13

14

15

16

18

19

20

7,580,000 円

7,606,000 円

9,856,000 円

8,554,000 円

11,817,000 円

9,254,000円

10,227,000 円

8,659,000 円

9,354,000 円

9,041,000 円

9,308,000 円

9,276,000 円

10,768,000 円

8,369,000 円

8,727,000 円

169.29㎡ (51.21坪 )

169.90㎡ (51.39坪 )

224.70㎡ (67.97坪 )

171.38㎡ (51.84坪 )

229.80㎡ (69.51坪 )

179.95㎡ (54.43坪 )

193.20㎡ (58.44坪 )

184.69㎡ (55.86坪 )

206.18㎡ (62.36坪 )

199.25㎡ (60.27坪 )

198.54㎡ (60.05坪 )

197.83㎡ (59.84坪 )

245.50㎡ (74.26坪 )

167.68㎡ (50.72坪 )

174.85㎡ (52.89坪 )

26,250,000円合計金額
税込

オール電化・省令準耐火・外構費込み

※諸費用は含まれておりません。

別府市

土地情報

済

済

済

60,715円月々
お支払い例

キッズルームも
ございます！
キッズルームも
ございます！

現地地図

中春日支店

197

10

10

大分市立
春日町小学校

大分駅

あやめ公園

トヨタレンタリース大分

セブンイレブン
auショップ

中春日支店

本社

(一社 )九州不動産公正取引協議会会員 大分県知事 (11)第1392号 (一社 )大分県宅地建物取引業協会会員 大分県知事免許 (般30)5985号建築業 一級建築士事務所 広告有効期限：平成31年4月28日

寝室寝室 5.5帖の居住スペース
にウォークインクロー
ゼットを設置。また、
入り口には棚を設けて
いるのでインテリアの
幅が広がる空間に仕上
げました。

浴室浴室 洗面洗面 洗面所には収納棚を設
けました。バスタオル
や下着など普段使うも
のの収納に困りませ
ん。また、浴室の床は
冷気をシャットアウト
するW断熱構造です。
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済
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建売住宅

近隣に商業施設があり便利で生活しやすい

温泉観光地別府の閑静な住宅街。

火売

住まいに関することは何でもご相談ください！

価格表

家事動線は一直線に使いやすく！家族の生活動線は

迂回路へ！2階の納戸は自由に使える空間です。

広々打合せスペース！広々打合せスペース！

これから建てる家は、“あなたが一生暮らす場所”。

私たちは長年培った土地探しのノウハウを生かし、

「住みたい場所に住む」を当たり前にするを目指しています。 

鉄輪地獄地帯公園朝日中学校朝日小学校

1F 2F

ポイント

延床面積

108.48㎡（32.81坪）

建築・外構条件付き宅地

家事動線家事動線

生活動線生活動線

大分市大字横尾4029番地
TEL:097-528-3254 / FAX:097-528-3255

大分市中春日町12番32号
TEL:097-537-3254
FAX:097-537-7689

新本社三越商事大分
住まいる～む

船橋歯科医院

モスバーガー

ローソン

船橋歯科医院

大分

モスバーガー

ローソン
至高城

至パークプレイス大分

公園

（16帖）


