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物件番号

① ② ③ ④ ⑤

分類 住宅・土地 住宅・土地 住宅のみ 住宅・土地 住宅・土地

提供形態 賃借・売却 賃借・売却 賃借・売却 賃借・売却 賃借・売却

物件所在

地

熊本県阿蘇郡高森町色見2666番地1 熊本県阿蘇郡高森町野尻1261番地 熊本県阿蘇郡高森町高森1648番地 熊本県阿蘇郡高森町矢津田1695番地 熊本県阿蘇郡高森町高森1610番地6

希望価格 相談 相談 相談 月額1,000円 相談

築年数又

は建築年

築70年 昭和48年建築

※改装及び増築を平成13年～24年に実

施

昭和44年建築 築33年 昭和44年建築

平成9年増築

物件概要 土地面積：530㎡

建物面積：99㎡

構造：木造

補修の要否：多少必要

費用負担：入居者

土地面積：2,269㎡

建物面積：64㎡

構造：木造

補修の要否：不要

費用負担：無

建物面積：1階：71.07㎡　2階71.07㎡

構造：鉄筋コンクリート

補修の要否：多少必要

費用負担：入居者

建物面積：36.48㎡

構造：木造

補修の要否：多少必要

費用負担：入居者

土地面積：251.8㎡

建物面積：49.11㎡

構造：木造

補修の要否：多少必要

費用負担：入居者

利用状況 空き（10年） 空き（1年） 空き（1年） 空き（不明） 空き（2年）

主要施設

への距離

駅：3.3ｋ、バス停：0.1ｋ、

役場：2.3ｋ、病院：6.2ｋ、警察署：4.5ｋ

保育園：0.9ｋ、小学校：4.1ｋ、中学校：2.9ｋ

スーパー：2.6ｋ

バス停：2.0ｋ

役場：2.0ｋ、病院：30ｋ、警察署：2ｋ

保育園：2ｋ、小学校：3ｋ、中学校：3ｋ

駅：0.3ｋ、バス停：0ｋ

役場：1.0ｋ、病院：0.1ｋ、警察署：1.0ｋ

保育園：0.3ｋ、小学校：1.0ｋ、中学校：0.5ｋ

スーパー：0ｋ

駅：14.5ｋ、バス停：1.0ｋ

役場：14.0ｋ、病院：13ｋ、警察署：14.5ｋ

保育園：9.0ｋ、小学校：9.0ｋ、中学校：9.0ｋ

スーパー：13.6ｋ

駅：0.5ｋ、バス停：0.2ｋ

役場：1.3ｋ、病院：0.2ｋ、警察署：2.0ｋ

保育園：0ｋ、小学校：1.0ｋ、中学校：0.7ｋ

スーパー：1.0ｋ

設備状況 電気：利用可

ガス：利用可（プロパンガス）

風呂：利用可

水道：利用可

トイレ：利用可（汲み取り/和式）

駐車場：有（6台）

庭：有

物置：無

電気：利用可

ガス：利用可（プロパンガス）

風呂：利用可

水道：利用可（自家水道）

トイレ：利用可（水洗/洋式）

駐車場：有（何台でも）

庭：有

物置：有

電気：利用可

ガス：利用可

風呂：利用可、灯油

水道：利用可

トイレ：利用可（汲み取り/和式）

駐車場：無し

庭：無

物置：無

電気：利用可（引き込み済）

ガス：無

風呂：利用可（五右衛門風呂）

水道：利用可（部落水道/井戸水）

トイレ：利用可（汲み取り/和式）

駐車場：有

庭：有

物置：有

電気：利用可（引き込み済）

ガス：利用可（プロパンガス）

風呂：利用可

水道：利用可（簡易水道）

トイレ：利用可（汲み取り/和式）

駐車場：有

庭：無

物置：有

備考 ・築年数が経過しており、構造も当時の

ままであるため、実際に生活するために

は水廻りなどの改修が必要となる見込

み。

・集落の中の物件であるが、日当たりが

良く市街中心部まで５キロ以内の位置に

ある。

・山からの自然湧水を生活水及び飲料

水として引き込んである物件。

・長期に定住する目的での賃借契約とす

る所有者の意向がある。

・家屋付近の樹木を除去した際に、基礎

部分に亀裂が生じている。（問題ないと

のこと）

・傾斜地にある物件で、地下（物置）もあ

る。

・駐車場の確保が困難であるが、食料品

店や金融機関等が徒歩圏内の位置にあ

る。

・土地は借地。

・比較的新しく見える外見ではあるが、

水廻り及びガス設備は昭和初期のまま

である。

・前居住者が退去する際に、部落水道の

権利を放棄しているため、水道を使用す

るためには、地区の部落水道組合への

協議を経て組合への加入手続きをとる

必要がある。

・郵便局などの金融機関へ徒歩での利

用が可能であり、保育園に隣接してい

る。

・大雨になると雨漏りがするため、補修

が必要だが、ここ数年雨漏りしていな

い。

・浴室内配管工事が必要となる。

登録日・

更新日

2018-07-06 2018-08-08 2017-06-27 2017-07-27 2018-09-13

間取り 作成中

　　　地下　　　　　　1階　　　　　　　2階

空空空空きききき家登録物件詳細情報家登録物件詳細情報家登録物件詳細情報家登録物件詳細情報（（（（賃借賃借賃借賃借・・・・売却売却売却売却））））
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物件番号

⑥ ⑦ ⑧

分類 住宅・土地 住宅・土地 住宅のみ

提供形態 賃借・売却 賃借・売却 売却のみ

物件所在

地

熊本県阿蘇郡高森町野尻117番地 熊本県阿蘇郡高森町高森1627番地1 熊本県阿蘇郡高森町高森1648番地4

希望価格 月額10,000円 相談 相談

築年数又

は建築年

築60年 築40年 築63年

物件概要 土地面積：198㎡

建物面積：103.04㎡

構造：木造

補修の要否：多少必要

費用負担：入居者

土地面積：330㎡

建物面積：139.5㎡

構造：軽量鉄骨２階建て

補修の要否：不要

費用負担：入居者

建物面積：1階：128.6㎡

　　　　　　　2階：117.48㎡

構造：木造

補修の要否：多少必要

費用負担：入居者

利用状況 空き（5年） 空き（10ヶ月） 旧店舗兼住宅

主要施設

への距離

バス停：2.0ｋ

役場：2.0ｋ、病院：30ｋ、警察署：2ｋ

保育園：2ｋ、小学校：3ｋ、中学校：3ｋ

駅：0.3ｋ、バス停：0ｋ

役場：1.0ｋ、病院：0.1ｋ、警察署：1.0ｋ

保育園：0.3ｋ、小学校：1.0ｋ、中学校：0.5ｋ

スーパー：0.5ｋ

駅：0.3ｋ、バス停：0ｋ

役場：1.0ｋ、病院：0.1ｋ、警察署：1.0ｋ

保育園：0.3ｋ、小学校：1.0ｋ、中学校：0.5ｋ

スーパー：0ｋ

設備状況 電気：利用可（引き込み済）

ガス：利用可（プロパンガス）

風呂：利用可（薪ボイラー）

水道：利用可（簡易水道）

トイレ：利用可（汲み取り/和式/簡易水洗）

駐車場：有（普通車4台可）

庭：有

物置：有（戸建）

電気：利用可（引き込み済）

ガス：利用可（プロパンガス）

風呂：なし

水道：利用可（簡易水道）

トイレ：利用可（汲み取り/洋式）

駐車場：有（普通車2台可）

庭：有

物置：有

電気：利用可

ガス：利用可

風呂：利用可

水道：利用可

トイレ：利用可（水洗/和式）

駐車場：無し

庭：無し

物置：有り（地下室）

備考 ・川上川の川沿いに位置する。

・雨漏りはしないが、多少の補修は必要

である。

・母屋よりも新しい物置（戸建）があり、

充分な広さの敷地があり、家庭菜園も可

能。

・1階部分は旧店舗（農機具等）スペー

ス。

・同敷地内に別棟の家屋があるが、所有

者が不定期で使用している。

・補修の必要はないが浴室がない。その

他の設備は完備している。

・傾斜地にある物件で、地下（物置）もあ

る。

・駐車場の確保が困難であるが、食料品

店や金融機関等が徒歩圏内の位置にあ

る。

・土地は借地。

登録日・

更新日

2018-05-10 2018-07-17 2018-11-01

間取り

　　1階

　　2階

　　1階

　　2階

空空空空きききき家登録物件詳細情報家登録物件詳細情報家登録物件詳細情報家登録物件詳細情報（（（（賃借賃借賃借賃借・・・・売却売却売却売却））））


