
《土・日・祝日営業》
<定休日>

毎週水曜日、第１・2・３木曜日
 

広告有効期限
令和4年2月28日097-528-3254

大分県知事(11)第1392号　大分県知事免許(特2)5985号建設業　一級建築士事務所　(一社)九州不動産公正取引協議会会員　(一社)大分県宅地建物取引業協会会員
Fax.  097-528-3255
大分市大字横尾4029番地TEL 三越商事大分 検 索

見学会開催

O U T D O O R  L I V I N G

会場
大分市丹生

右のQRコードを読み取って
WEBフォームよりご予約ください
右のQRコードを読み取って

WEBフォームよりご予約くださいご来場予約はこちら

見学会建売について詳しくは裏面をご覧下さい見学会建売について詳しくは裏面をご覧下さい
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10:00~17:00
29 30

SUN
SUN

SAT
SAT

※上記の写真・パースはイメージです。

今回のおうちPOINT

普通の庭でもBBQはできるけど、
やっぱり周囲の視線は気になる・・・。
KAKOI があればご近所から
見られる心配がないプライベートスペース
でBBQを存分に楽しめます！

家族や友達とプライベートBBQを
大通りに面していて普段からリビングの
カーテンや窓を開けられない・・・。
KAKOI があれば
思いっきりカーテンや窓を開けられて
生活空間を広く感じられます！

大通りでも人目が気にならない
家族や友達となかなか旅行やお出かけに
行けないのでつまらない・・・。
広々とした LDKと KAKOI があれば、
ホームパーティーやゲストを招くことが
でき、楽しい時間を過ごせます。

「おもてなし」ができるおうち

1月31日まで1月31日まで1月31日まで

万円分
プレゼント

家
電
家
電100

お年玉キャンペーンお年玉キャンペーン
ラストチャンスラストチャンス

※対象商品については弊社指定のものからお選びいただきます。 ※画像はイメージです。
※お年玉キャンペーンについては新規のお客様の特典となります。（現在弊社でご商談中の方は除きます。）

「見られない安心感」と「開放感」をくれる庭

魅力紹介

現地

現地



100対象建売対象建売対象建売 万円分
プレゼント

家
電
家
電

お年玉キャンペーンお年玉キャンペーン
※お年玉キャンペーンについては新規のお客様の特典となります。（現在弊社でご商談中の方は除きます。）詳細はお問い合わせください。 

 大分銀行/変動金利0.65％（※プレミアム金利適応条件に該当された場合の最大引き下げ金利）＋保証料0.20％の場合で算出/返済期間35年/頭金0円/ボーナス0円/毎月均等払い/金利、返済額につきましては、令和4年1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。月々のお支払い例に関して

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頂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ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除
され、当社は土地代金を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、当社に引き渡して頂く必要があります。建築条件付宅地

の家紹介 in 丹生

「家族とのおうち時間が楽しくなる住まい」

180.93㎡ (54.73坪 )

109.30㎡ (33.05坪 )

敷地面積

延床面積

4LDK

1 10:00~

17:0029 30

SUN
SUN

SAT
SAT 見学会開催

※ 1/29-30 のご予約は、表面のQRよりお願いします

2月中もKAKOI見学受付
※ 2 月中のご予約は右の QR よりご予約ください。

お知らせ

耐久性に優れた人造大理石トップ。
調味料などが浸透しにくいため、
変色や変質がほとんどありません。

耐久性に優れた人造大理石トップ。
調味料などが浸透しにくいため、
変色や変質がほとんどありません。

広々とした洗面脱衣室。
備え付けの収納スペースもあるの
で洗剤などのストックが可能です。

広々とした洗面脱衣室。
備え付けの収納スペースもあるの
で洗剤などのストックが可能です。

20.3帖の広めの
LDKは全体を閉め
切ることができる
ので、冷暖房の利
きも効率的です。

20.3帖の広めの
LDKは全体を閉め
切ることができる
ので、冷暖房の利
きも効率的です。

4.5帖の和室は洗濯物を畳んだり、
アイロン掛けをしたりと、ちょっ
とした家事をするのにも最適なス
ペースになります。

4.5帖の和室は洗濯物を畳んだり、
アイロン掛けをしたりと、ちょっ
とした家事をするのにも最適なス
ペースになります。

広々としたバルコニー。
家族分の布団を一度に干
すのに充分な広さです。

広々としたバルコニー。
家族分の布団を一度に干
すのに充分な広さです。

WICは整理整頓しやすく、
季節別に衣服の置き場所
を決めておけば衣替えを
する必要がありません。

WICは整理整頓しやすく、
季節別に衣服の置き場所
を決めておけば衣替えを
する必要がありません。

LDK
(20.3 帖 )
LDK

(20.3 帖 )

洗面脱衣室洗面脱衣室 浴室浴室

トイレトイレ

子供室②
（6.5 帖）
子供室②
（6.5 帖）

主寝室
（6帖）
主寝室
（6帖）

子供室①
（6帖）
子供室①
（6帖）

ホールホール

バルコニーバルコニー

WIC
(2 帖 )
WIC
(2 帖 )

トイレトイレホールホール

玄関玄関

（6帖）（6帖）
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【販売概要】●所在地／大分市大字丹川字橋本82番1 ●地目／宅地 ●用途地域／第一種住居 ●都市計画／市街化区域 
●建ぺい率／60% ●容積率／200% ●建築確認番号／R031437号 ●建物構造／木造2階建 ●設備／オール電化、公営
水道、合併浄化槽 ●道路幅員／東側道路幅員約6ｍ、南側道路幅員約16ｍ  ●交通／JR「大在」駅まで徒歩約48分 ●建
物完成／令和4年1月 ●他の法令上の制限／景観法、文化財保護法 ●引渡日／相談 ●取引態様／売主2,750 万円

[税込]土地・建物・外構費込み

������円
＜頭金0/ボーナス0＞お年玉キャンペーン対象建売 ◎弊社売主物件だから仲介手数料が不要です

BELS標準取得

BELS(ベルス)は建築物の
省エネルギー性能を表示
する第三者認証制度で
す。省エネ性能が数値と
して評価されます。

冬の寒さに対応

❶ 食器洗い乾燥機
冬になるとお風呂場が寒くなり、どうし
ても入浴が億劫になってしまうもの。そ
んな冬場のお風呂に浴室暖房があれば、
入浴が快適になり、ゆっくり温まること
ができます。

冬の食器洗いは、手荒れや赤切れの原因
に。食器洗い乾燥機を使用すれば、そ
のような肌トラブルをおさえられ、家
事の時短にもなり効率的です。

❷ 浴室換気暖房乾燥機 ❹ 吹付硬質ウレタンフォーム
廊下やトイレ、浴室などは、冬場に寒
くなりがち。断熱性に優れた吹き付け
硬質ウレタンフォームを使用する事
で、外気の影響を受けにくくなり冷暖
房効率がUPします。

冬、窓からの冷気で室内がひんやり。アル
ミ樹脂複合サッシなら、断熱性が高く、夏
は涼しく冬は暖かい家に。また、気密性に
も優れているので、外気との温度差で生じ
る結露に悩まされずに済みます。

❸ アルミ樹脂複合サッシ

※上記の写真はイメージです。
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《土・日・祝日営業》
<定休日>

毎週水曜日、第１・2・３木曜日
 

広告有効期限
令和4年2月28日097-528-3254

大分県知事(11)第1392号　大分県知事免許(特2)5985号建設業　一級建築士事務所　(一社)九州不動産公正取引協議会会員　(一社)大分県宅地建物取引業協会会員
Fax.  097-528-3255
大分市大字横尾4029番地TEL 三越商事大分 検 索

※内観パースはイメージです。
家具等は価格に含まれておりません。

【販売概要】●所在地／大分市横田一丁目104、105より分筆 ●地目／畑・宅地 ●用途地域
／第一種住居 ●都市計画／市街化区域 ●建ぺい率／60% ●容積率／200% ●設備／電
気、プロパン、公営水道、公共下水 ●道路幅員／西側道路幅員約16ｍ、区画内道路幅員約5
ｍ ●私道面積／120.05㎡ ●交通／JR「大在」駅まで徒歩約11分 ●総区画数／4区画 ●今
回販売区画数／3区画 ●他の法令上の制限／景観法、都市機能誘導区域、居住推奨区域 ●
備考／建築条件付宅地（外構工事含む） ●引渡日／相談 ●取引態様／売主

宅地 面積 価格

No.1 168.20㎡
（50.88坪）

11,448,000円

No.3 169.25㎡
（51.19坪）

9,727,000円

No.4 168.10㎡
（50.85坪）

10,933,000円

建築条件付宅地

横田4区画 大在浜4区画丹生5区画

1 52

＜大分市 東エリア＞おすすめ物件情報

3 3 2

詳細MAP 詳細MAP 詳細MAP
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34

【販売概要】●所在地／大分市大字丹川字下緑204番7他 ●地目／宅地 ●用途地域／
第一種住居 ●都市計画／市街化区域 ●建ぺい率／60% ●容積率／200% ●設備／
電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 ●道路幅員／西側道路幅員約4.0ｍ、南側道路
幅員約3.3ｍ、北側道幅員約3.6ｍ ●交通／JR「大在」駅まで徒歩約49分 ●総区画数／
5区画 ●今回販売区画数／3区画 ●他の法令上の制限／景観法、文化財保護法 ●備考
／建築条件付宅地（外構工事含む） ●引渡日／相談 ●取引態様／売主

宅地 面積 価格

No.1 172.10㎡
（52.06坪）

5,987,000円

No.2 173.11㎡
（52.36坪）

5,498,000円

No.5 172.17㎡
（52.08坪）

6,250,000円

建築条件付宅地

丹生小学校まで約８５０ｍ（徒歩約１１分）と近く、
お子様の通学に便利です。

買い物施設や飲食店、公園が徒歩圏内に複数あるので
子育て家庭にも優しい住環境です。

県道22号線、国道197号線へのアクセスも良好なので
通勤や休日のお出かけにも便利です。

【販売概要】●所在地／大分市大在浜2丁目304、305番より分筆 ●地目／宅地 ●用途地
域／第一種住居 ●都市計画／市街化区域 ●建ぺい率／60% ●容積率／200% ●設備
／電気、プロパン、公営水道、公共下水 ●道路幅員／北東側道路幅員6ｍ、北西側道路幅
員6ｍ ●交通／JR「大在」駅まで徒歩約19分 ●総区画数／4区画 ●今回販売区画数／2
区画 ●他の法令上の制限／景観法、屋外広告物第2種許可地域、居住推奨区域、文化財保
護法 ●備考／建築条件付宅地（外構工事含む） ●引渡日／相談 ●取引態様／売主

宅地 面積 価格

No.2 206.80㎡
（62.55坪）

9,696,000円

No.3 280.18㎡
（84.75坪）

11,442,000円

建築条件付宅地
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