
繁忙期決起集会を開催しました
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1月5日（火）令和3年繁忙期決起集会では、店長や所属長が
繁忙期に向けて決意表明をしました。
今年は万全を期すため、神社への
参拝も少人数で行う形となりま
した。コロナウイルスに負けず
に、全社一丸となって繁忙期を
迎えたいと思います！

繁忙期決起集会／新年参拝

検温機
お客様に安心してご来店いただけるように、新型コロナ
ウイルスの感染対策の一環として全店舗に自動検温器と
除菌機能のついた加湿器を導入しました。
また、遠方で来店が難しい方にもオンラインでの
お部屋案内も行っております。

営業時間変更のお知らせ
令和3年2月から豊後企画集団全店において、下記の通り、営業時間を変更させていただいて
おります。

福利厚生の一環として社員の余暇時間を大切にするとともに、営業時間内で生産性を上げる
ための取り組みの一環になります。営業時間短縮後も変わらず多くのお客様にご来店いた
だいております。何卒、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。

豊後企画集団
メディア情報

エフエム大分 ハイカラ食堂に出演‼
1月28日(木)エフエム大分で放送されている「ハイカラ食堂」に出演しました！
今回は、お部屋ラボ光吉店店長の松川が猫に特化したコンセプトマンションの紹介を
しました。

2月
16日・火

３月
4日・木

３月
18日・木

ハイカラ食堂（19：00～エフエム大分）出演スケジュール
繁忙期期間中、多くの方にご来店いただけるよう

会社のことをPRしてまいります！

全店舗に設置

自動検温器

除菌機能付加湿器

変更前）10：00～ 18：00 
変更後）10：00～ 17：30

ぶんきと相続

http://oita-bunki.z-souzoku.com/相続相談・問い合わせは　大分ぶんき相続サポートセンターへ！ TEL 097-536-3959

大分ぶんき相続サポートセンター

売買センター大分駅上野の森口店 TEL 097-579-6336
FAX 097-579-6335

売却のご相談や査定も無料です。お気軽にお問い合わせください。

法定相続人として子が２人います。その２人は長男と次男です。
公正証書遺言に、１億円借り入れをして建てた賃貸マンションは長男にそれ以外は次男に相続させる
と書きました。この場合、借金は次のうち誰に相続されるのでしょうか？

③長男と次男
被相続人の債務は法律上当然分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを継承します。相続人間の
合意や遺言があっても、これを分割の対象とすることは債権者に不足の損害を与えかねないので許され
ません。後日、債権者と主債務者を誰にするのか、保証人を誰にするのかなどを協議していくことに
なります。

～相続対策Q＆A ～
知識が家族を救う!? ３択問題で知識を深めましょう。

長男 次男

①長男　②次男　③長男と次男
A.

Q.

物件情報 買取強化中！
査定無料！！アパート マンション 土　地 中古住宅

おすすめ！

■交　　通／鶴見ヶ丘団地東口バス停徒歩６分
■土地面積／223.00㎡
■建物面積／114.06㎡
■構　　造／木造瓦葺２階建
■築 年 月／平成２年９月
■現　　況／空家
■引　　渡／現況渡し
■接道状況／南東側幅員6.0ｍ　公道に13.0m接道
■設　　備／公営水道、浄化槽・個別プロパン
■備　　考／温泉権有（引湯）名義変更手続き費用：198,000円、
　　　　　　　　　　　　給湯料：9,900円/月、近隣に月極駐車場有：4,400円

■交　　通／鶴崎駅徒歩45分
■土地面積／167.7㎡
■建物面積／96.72㎡
■構　　造／木造２階建
■築 年 月／昭和58年３月
■現　　況／空家
■引　　渡／相談
■接道状況／南6.0ｍ 公道
■設　　備／都市ガス、下水：浄化槽個別
■備　　考／市街化区域

●温泉権有
●令和３年２月リフォーム済
　システムキッチン・洗面化粧台・浴槽
　新規交換、ウォシュレット2ケ所新規取替
　フロア一部貼替、クロス部分全面張替
　畳・襖張替、照明全部取替
　防蟻処理済

1,3701,370 万円

②売戸建 6K 別府市大字鶴見

アーバンベルデ萩原 JGMヴェルデヒルズにじが丘

③

●主要採光面：南向き
●マルミヤストア
　鶴崎森店まで564ｍ
●ローソン大分
　森町バイパス店まで281ｍ

売戸建 5K 大分市大字森

1,150 万円

①

1,830 万円

⑤

■所 在 地／大分市萩原２丁目
■交　　通／萩原堺町バス停徒歩４分
■専有面積／28.42㎡
■間 取 り／２DK
■建物構造／鉄筋コンクリート造陸屋根８階建
■築 年 月／昭和62年８月
■現　　況／空家
■管理方式／全部委託
■管理費／5,200円　■修繕積立金／2,000円
■設　　備／エレベーター・収納スペース・バストイレ別
■備　　考／駐車場（要確認）6,000円/月
　　　　　　水道2,500円/月、区費300円/月

■所 在 地／大分市にじが丘３丁目
■交　　通／季の坂入口バス停徒歩１分
■専有面積／80.38㎡
■間 取 り／４LDK
■建物構造／鉄筋コンクリート造陸屋根10階建
■築 年 月／平成13年11月
■現　　況／空家
■管理方式／全部委託・巡回管理
■管理費／7,300円　■修繕積立金／20,200円
■設　　備／エレベーター・オートロック・室内洗濯機置場
■備　　考／駐車場は抽選（4,500円～8,500円）

●洋室床：カーペット
●東大分小学校区
●城東中学校区

●IHクッキングヒーター
●モニター付インターホン
●防犯カメラ

250 万円

④売土地 大分市向原東

■交　　通／高城駅徒歩 22分
■地　　目／宅地
■都市計画／市街化区域
■用途地域／準工業地域
■建ぺい率／ 60％
■現　　況／建物あり
■引　　渡／相談
■接道状況／北側市道幅員約7.2mに18.3ｍ接道、
　　　　　　西側市道幅員約7.8mに18.9ｍ接道
■設　　備／給排水引込工事要す
■備　　考／敷地内に貸家２棟あり（家賃3.5万円・
　　　　　　木造瓦葺平家 43.98㎡・53.78㎡）

万円2,070
●静かな住環境！
●建築条件無し！
　お好きなメーカーで
　建築できます！

■交　　通／西大分駅徒歩21分
■地　　目／宅地
■都市計画／市街化区域
■用途地域／第一種住居地域
■建ぺい率／60％
■現　　況／更地
■引　　渡／相談
■接道状況／東4.0ｍ 公道

●Mr.Max西大分店まで961ｍ
●ナフコ西大分店まで1,178ｍ
●セブンイレブン
　大分八幡店まで328ｍ

売土地 232.0㎡
（70.18坪）

415.51㎡
（125.69坪）

大分市八幡

670 万円

※今回ご紹介した物件は、このチラシがお手元に届く前に買付のお申込や売主様のご都合により、予告なしに売止になる場合が有りますのでご注意ください。
免　　許：宅地建物取引業 大分県知事(11）第1196号　所属団体：（一社）大分県宅地建物取引業協会、 （社）全国宅地建物取引業保証協会
取引態様：媒介（仲介）　有効期限：令和３年●月末日　※現況優先、利回りは満室時想定

売マンション ⑥売マンション
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1月5日（火）令和3年繁忙期決起集会では、店長や所属長が
繁忙期に向けて決意表明をしました。
今年は万全を期すため、神社への
参拝も少人数で行う形となりま
した。コロナウイルスに負けず
に、全社一丸となって繁忙期を
迎えたいと思います！

繁忙期決起集会／新年参拝

検温機
お客様に安心してご来店いただけるように、新型コロナ
ウイルスの感染対策の一環として全店舗に自動検温器と
除菌機能のついた加湿器を導入しました。
また、遠方で来店が難しい方にもオンラインでの
お部屋案内も行っております。

営業時間変更のお知らせ
令和3年2月から豊後企画集団全店において、下記の通り、営業時間を変更させていただいて
おります。

福利厚生の一環として社員の余暇時間を大切にするとともに、営業時間内で生産性を上げる
ための取り組みの一環になります。営業時間短縮後も変わらず多くのお客様にご来店いた
だいております。何卒、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。

豊後企画集団
メディア情報

エフエム大分 ハイカラ食堂に出演‼
1月28日(木)エフエム大分で放送されている「ハイカラ食堂」に出演しました！
今回は、お部屋ラボ光吉店店長の松川が猫に特化したコンセプトマンションの紹介を
しました。

2月
16日・火

３月
4日・木

３月
18日・木

ハイカラ食堂（19：00～エフエム大分）出演スケジュール
繁忙期期間中、多くの方にご来店いただけるよう

会社のことをPRしてまいります！

全店舗に設置

自動検温器

除菌機能付加湿器

変更前）10：00～ 18：00 
変更後）10：00～ 17：30

ぶんきと相続

http://oita-bunki.z-souzoku.com/相続相談・問い合わせは　大分ぶんき相続サポートセンターへ！ TEL 097-536-3959

大分ぶんき相続サポートセンター

売買センター大分駅上野の森口店 TEL 097-579-6336
FAX 097-579-6335

売却のご相談や査定も無料です。お気軽にお問い合わせください。

法定相続人として子が２人います。その２人は長男と次男です。
公正証書遺言に、１億円借り入れをして建てた賃貸マンションは長男にそれ以外は次男に相続させる
と書きました。この場合、借金は次のうち誰に相続されるのでしょうか？

③長男と次男
被相続人の債務は法律上当然分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを継承します。相続人間の
合意や遺言があっても、これを分割の対象とすることは債権者に不足の損害を与えかねないので許され
ません。後日、債権者と主債務者を誰にするのか、保証人を誰にするのかなどを協議していくことに
なります。

～相続対策Q＆A ～
知識が家族を救う!? ３択問題で知識を深めましょう。

長男 次男

①長男　②次男　③長男と次男
A.

Q.

物件情報 買取強化中！
査定無料！！アパート マンション 土　地 中古住宅物件情報物件情報物件情報アパートアパートアパートアパートアパートアパート マンションマンションマンションマンションマンションマンションマンションマンションマンションマンションマンション 土　地土　地土　地土　地 中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅

おすすめ！

■交　　通／鶴見ヶ丘団地東口バス停徒歩６分
■土地面積／223.00㎡
■建物面積／114.06㎡
■構　　造／木造瓦葺２階建
■築 年 月／平成２年９月
■現　　況／空家
■引　　渡／現況渡し
■接道状況／南東側幅員6.0ｍ　公道に13.0m接道
■設　　備／公営水道、浄化槽・個別プロパン
■備　　考／温泉権有（引湯）名義変更手続き費用：198,000円、
　　　　　　　　　　　　給湯料：9,900円/月、近隣に月極駐車場有：4,400円

■交　　通／鶴崎駅徒歩45分
■土地面積／167.7㎡
■建物面積／96.72㎡
■構　　造／木造２階建
■築 年 月／昭和58年３月
■現　　況／空家
■引　　渡／相談
■接道状況／南6.0ｍ 公道
■設　　備／都市ガス、下水：浄化槽個別
■備　　考／市街化区域

●温泉権有
●令和３年２月リフォーム済
　システムキッチン・洗面化粧台・浴槽
　新規交換、ウォシュレット2ケ所新規取替
　フロア一部貼替、クロス部分全面張替
　畳・襖張替、照明全部取替
　防蟻処理済

温泉権有温泉権有
1,3701,3701,3701,3701,370 万円

②売戸建 6K 別府市大字鶴見

アーバンベルデ萩原 JGMヴェルデヒルズにじが丘

③

●主要採光面：南向き
●マルミヤストア
　鶴崎森店まで564ｍ
●ローソン大分
　森町バイパス店まで281ｍ

売戸建 5K 大分市大字森

主要採光面：主要採光面：主要採光面：主要採光面：主要採光面：主要採光面：主要採光面：南向き南向き南向き南向き
1,150

南向き南向き南向き南向き南向き南向き
1,150 万円

①

1,8301,830 万円

⑤

■所 在 地／大分市萩原２丁目
■交　　通／萩原堺町バス停徒歩４分
■専有面積／28.42㎡
■間 取 り／２DK
■建物構造／鉄筋コンクリート造陸屋根８階建
■築 年 月／昭和62年８月
■現　　況／空家
■管理方式／全部委託
■管理費／5,200円　■修繕積立金／2,000円
■設　　備／エレベーター・収納スペース・バストイレ別
■備　　考／駐車場（要確認）6,000円/月
　　　　　　水道2,500円/月、区費300円/月

■所 在 地／大分市にじが丘３丁目
■交　　通／季の坂入口バス停徒歩１分
■専有面積／80.38㎡
■間 取 り／４LDK
■建物構造／鉄筋コンクリート造陸屋根10階建
■築 年 月／平成13年11月
■現　　況／空家
■管理方式／全部委託・巡回管理
■管理費／7,300円　■修繕積立金／20,200円
■設　　備／エレベーター・オートロック・室内洗濯機置場
■備　　考／駐車場は抽選（4,500円～8,500円）

●洋室床：カーペット
●東大分小学校区
●城東中学校区

●IHクッキングヒーター
●モニター付インターホン
●防犯カメラ

洋室床：カーペット洋室床：カーペット洋室床：カーペット洋室床：カーペット洋室床：カーペット洋室床：カーペット洋室床：カーペット洋室床：カーペット洋室床：カーペット

250250 万円

④売土地 大分市向原東

■交　　通／高城駅徒歩 22分
■地　　目／宅地
■都市計画／市街化区域
■用途地域／準工業地域
■建ぺい率／ 60％
■現　　況／建物あり
■引　　渡／相談
■接道状況／北側市道幅員約7.2mに18.3ｍ接道、
　　　　　　西側市道幅員約7.8mに18.9ｍ接道
■設　　備／給排水引込工事要す
■備　　考／敷地内に貸家２棟あり（家賃3.5万円・
　　　　　　木造瓦葺平家 43.98㎡・53.78㎡）

万円万円万円2,070
●静かな住環境！
●建築条件無し！
　お好きなメーカーで
　建築できます！

■交　　通／西大分駅徒歩21分
■地　　目／宅地
■都市計画／市街化区域
■用途地域／第一種住居地域
■建ぺい率／60％
■現　　況／更地
■引　　渡／相談
■接道状況／東4.0ｍ 公道

●Mr.Max西大分店まで961ｍ
●ナフコ西大分店まで1,178ｍ
●セブンイレブン
　大分八幡店まで328ｍ

売土地 232.0㎡
（70.18坪）

415.51㎡
（125.69坪）

大分市八幡

西大分店まで西大分店まで西大分店まで西大分店まで西大分店まで西大分店まで西大分店まで西大分店まで西大分店まで961961961
670
西大分店まで
670 万円

※今回ご紹介した物件は、このチラシがお手元に届く前に買付のお申込や売主様のご都合により、予告なしに売止になる場合が有りますのでご注意ください。
免　　許：宅地建物取引業 大分県知事(11）第1196号　所属団体：（一社）大分県宅地建物取引業協会、 （社）全国宅地建物取引業保証協会
取引態様：媒介（仲介）　有効期限：令和３年●月末日　※現況優先、利回りは満室時想定

売マンション ⑥売マンション
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〒870－0007 大分県大分市王子南町５番６号
TEL 097－537－4975　FAX 097－537－2310
https://www.bunki-hd.jp

株式会社　豊後企画集団
□賃貸管理事業部 TEL 097－533－5700
　管理オーナー様専用ダイヤル TEL 097－533－8008
□資産コンサル事業部 TEL 097－536－3959
□HR戦略室 TEL 080－8369－0314

□売買仲介事業部
　売買センター大分駅上野の森口店
 〒870－0839 大分市金池南1-11-25 TEL 097－579－６336
　売買センター大在店
 〒870－0251 大分市大在中央2‐1‐18 TEL 097－593－2055

□お部屋ラボ事業部
　大分駅上野の森口店
 〒870－0823 大分市東大道2‐4‐22 TEL 097－579－６600
　萩原店 〒870－0921 大分市萩原3‐20‐30 TEL 097－551－6891
　大在店 〒870－0251 大分市大在中央2‐1‐18 TEL 097－593－2063
　光吉店 〒870－1132 大分市光吉917‐１ TEL 097－524－5252
　森町店 〒870－0127 大分市森町598‐3 TEL 097－547－8338
　別府店 〒874－0920 別府市北浜1‐10‐13 TEL 0977－75－６728
　日出店 〒879－1506 速見郡日出町3451‐2 TEL 0977－85－7280
　法人・社宅チーム　
  〒870－0026 大分市金池町2-１4-23 TEL 097－579－６622

株式会社　豊後建築工房 TEL 097－537－0001
株式会社　豊後ドリームラボ TEL 097－533－5507
　□不動産事業部　サブリース　家賃債務保証　不動産買取再販
　□教育事業部　個別指導Growing Up
　　　　　　　　　　　　　　大在校 TEL 097－578－6426
　　　　　　　　　　　　　　高城校 TEL 097－578－8208
　　　　　　　　　　　　大分駅前校 TEL 097－574－4653
　□旅行事業部　ワールドトラベラー TEL 097－574－4633

エネハウス　株式会社 TEL 097－574－6700

【お問合せ先】 担当：岩田・坂田

https://wtraveler.jp
TEL 097-574-4633
ワールドトラベラー

FAX 097-574-4643

～ ～NEWS

引き続き
旅行の相談も
承っております！！

新商品
※人体用ではありません。

「With コロナ時代」の必需品として、旅先へお持ちいただくことも可能です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズをご用意しております！

ご購入ご希望の方は、スタッフまでお申し付けください。

の取扱いを始めました!!
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