
東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

北区梶尾町売家
2,100　　万円

（
税
込
）

電鉄三ツ石駅歩２２分●
地３３０.６㎡（１００坪）軽量鉄骨造２階建●
建１６６.２㎡（５０.２７坪）H１年１月築●
４LDK＋書斎・納戸　北部東小校区●
H２８年６月内装リフォーム済●

益城町広崎売家
2,350　　万円

（
税
込
）

東稜高校前バス停歩１２分●
地２０１.６５㎡（６０.９９坪）軽量鉄骨造２階建●
建１３３.６３㎡（４０.４２坪）H８年３月築●
５LDK　地震損壊なし　P３台可●
ダイワハウス施工　即入居可●

西区上代６丁目売店舗
4,500　　万円

（
税
込
）

テニスコート前バス停歩２分●
地４９６㎡（１５０.０４坪）鉄骨造平屋建●
建２１３.２６㎡（６４.５１坪）Ｈ８年４月築●
Ｈ２４年４月内装悪済　姶６台可●
県道２８号線ゆめマート沿い●

センチュリー２１東亜不動産 緯０９６（２７３）６０８１渥

玉名市伊倉北方売アパート
2,250　　万円

（
税
込
）

ＪＲ肥後伊倉駅歩１５分　現在満室●
地６６２.１７㎡（２００.３坪）軽量鉄骨造２階建●
建２１０.６４㎡（６３.７１坪）Ｈ７年９月築●
２ＬＤＫ×４部屋のファミリータイプ●
パナホーム施工　利回り９.３２％可●

熊本県知事（１）第５０１７号

御船町辺田見売地
600　万円

辺田見バス停歩５分●
地６６５㎡（２０１坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
高台　日当良●

御船町滝尾売家
900　万円

玉虫バス停歩３分●
地１,３２１㎡（３９９坪）●
建２１７㎡（６５坪）●
築年月不詳　現況渡し●
倉庫・作業所向●

御船町御船売家
1,000　万円
城山公園入口バス停歩１０分●
地３１９㎡（９６.４９坪）●
建１３０㎡（３９.３２坪）Ｓ５６年４月築●
木造瓦葺　茜区域内・近商●
姶２台　河川管理道路隣接●

緯０９６（２８２）０２２５渥火の国不動産熊本県知事（１１）第１５８９号

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

泗水町住吉売地
285　万円

電鉄高江バス停歩４０分●
地３１４㎡（９５坪）●
唖田茜無指定娃７０％阿２００％●
農地法の許可必要　面積相談可●
泗水東小歩７分（５６０ｍ）●

緯０９６８（２３）８０１５渥有限会社　川口開発熊本県知事（５）第３６７９号

合志市栄売地
670　万円

電鉄辻久保バス停歩１５分●
地２９６.９０㎡（８９.８１坪）●
唖田茜調整娃７０％阿２００％●
集落開発区域内●
栄団地内　三方道路●

泗水町福本売家
980　万円

電鉄高江バス停歩５分●
地３８８.８６㎡（１１７.６３坪）●
建２８１.５８㎡（８５.１８坪）Ｓ６０年１１月築●
４２畳の大広間あり●
老人施設等利用可●

合志市合生売家
700　万円

江良バス停歩７分●
地４３９.２９㎡（１３２.８８坪）木造２階建●
建１６５.１５㎡（４９.９５坪）Ｓ５０年４月築●
６ＤＫ　姶３台　集落内開発区域●
西合志第一小・西合志中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号

武蔵ヶ丘２丁目売地
1,475　万円
沖畑団地バス停歩３分●
地１３９.３７㎡（４２.１５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
古家有　解体更地渡し●
西側約４ｍ道路　武蔵小・武蔵中●

龍田陳内２丁目売地
700　万円

龍田陳内三丁目バス停歩３分●
地１６９.００㎡（５１.１２坪）高台●
唖宅地茜二低・準住娃５０％・６０％●
阿１００％・２００％　東側６ｍ公道●
龍田西小・龍田中校区●

大窪４丁目売地
8,180　万円
熊本機能病院前バス停歩５分●
地１,８０３.２３㎡（５４５.４７坪）●
唖宅地・山林茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　開発要●
駐車場として賃貸中●

緯０９６（３６４）５０１０渥
http://www.best-green.jp

マンション・一戸建て・アパート・土地など物件満載

毎週金曜日、週末朝の定番。
物件をお探しのお客様へ／掲載の豊富な情報をご覧ください。

帯山５丁目売家
2,650　万円
帯山バス停歩３分●
地３５５.４４㎡（１０７.５２坪）●
建６７.１７㎡（２０.３１坪）３ＤＫ●
木造平家建　Ｓ４１年８月築●
帯山小、帯山中・西原中校区●

大津町吹田売家
850　万円

吹田団地入口バス停歩３分●
地２７６.２０㎡（８３.５５坪）●
建８４.４６㎡（２５.５４坪）３ＬＤＫ●
木造２階建　Ｈ１年１２月築●
駐車５台可　日当り良家庭菜園可●

菊陽町津久礼売家
2,850　万円
三里木バス停歩８分●
地１６８.４２㎡（５０.９４坪）●
建８４.６６㎡（２５.６０坪）●
H２５年８月築　太陽光発電付●
ゆめタウン光の森まで８００m●

植木町鞍掛売家
398　万円

鞍掛バス停歩１３分●
地９２２.６１㎡（２７９.０８坪）●
建１２０.００㎡（３６.３坪）築年月不詳●
木造２階建　広々敷地　家庭菜園可●
別棟８３.８０㎡（２５.３坪）の納屋有り●

㈲サンアイ不動産 緯０９６（３４４）６１１０渥熊本県知事（７）第３１８０号

八代市鏡町売地
380　万円

文政小学校前バス停歩１４分●
地３３７.５１㎡（１０２.０９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
整形地　更地　即建築可●
文政小・鏡中校区●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

神水本町売マンション
2,100　万円
商業高校前電停歩２分　３ＬＤＫ●
挨７５㎡（２２.６８坪）Ｈ１７年２月築●
哀愛１７,２００円　姶６,０００円●
ＳＲＣ１３階建２Ｆ角　逢１５.３７㎡●
Ｈ２８年１２月ベランダ防水工事済●

合志市須屋売家
1,280　万円
電鉄須屋駅歩４分　姶２台●
地２７０.９㎡（８１.９４坪）日当良好●
建８９.２㎡（２６.９８坪）Ｓ５３年１２月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ　物置有●
西合志南小・西合志南中校区●

ハウスギャラリー㈲熊本県知事（１２）第９８０号

セキスイハウスの家フ
ェ
ス
テ
ィ
オ
Ｍ
神
水
苑
　ペ
ッ
ト
可

緯０９６（３７３）６６７３渥
http://www.house-gallery.jp

山鹿市久原売地
1,285　万円
久原バス停歩５分●
地１,６９６.６２㎡（５１３.２２坪）●
唖宅地茜無指定　建築可●
建物有　閑静な住宅街●
三玉小約５２０ｍ　山鹿中約３.８㎞●

緯０９６（３８４）６１２３渥

熊本県知事（３）第４２４１号

熊コーポレーション

東区帯山５丁目売地
2,150　万円
帯山５丁目バス停歩２分　県道近隣●
地２６１.６１㎡（７９.１３坪）住宅地●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
南幅４ｍ位置指定道路　帯山小・帯山中校区●
問合せ：０９０-８９１９-２６６９●

緯０９６（３８８）２１３７渥

熊本県知事（１）第５０２７号

不動産コンサルタント小山事務所

天草市五和町御領売家
2,000　万円
御領中央バス停歩２分●
地２８２.００㎡（８５.３０坪）木造平家建●
建１２２.７４㎡（３７.１２坪）Ｈ２３年５月築●
３ＬＤＫ＋広縁・サンルーム●
姶４台可　カーポート付●

緯０９６（３８１）３２０５渥エヌケイ企画熊本県知事（３）第４３２５号

オール電化　バリアフリー住宅

全室エアコン・家具・家電製品付

画図町重富売家
2,460　万円
中の瀬車庫バス停歩６分　姶２台●
地２２０.２７㎡（６６.６３坪）木造２階建●
建１３２.７６㎡（４０.１５坪）Ｈ５年７月築●
６ＤＫ＋納戸　二世帯向き　日当たり良好●
閑静な住宅街　画図小・出水南中校区●

全面クロス貼替・水回り全て
新品に交換　リフォーム渡し

錆０１２０（９２７）１７２渥グッドホーム熊本　グッドハート㈱熊本県知事（１）第５０７７号

お家賃並みの月々返済で
マイホームの夢が実現　！
支払い例：借入金２,４６０万円
頭金・ボーナス払いなし３５年返済

月々69,156円
熊本銀行変動金利０.９７５％

E‐Life不動産㈱ 緯０９６（２８４）１８９９渥

八代市鏡町鏡売家
2,480　万円
御倉バス停歩５分　ペアガラス●
地３３３.０６㎡（１００.７５坪）P６台可●
建１１８.４１㎡（３５.８２坪）Ｈ２３年３月築●
軽量鉄骨造２階建　４LDK＋納戸●
オール電化　ミサワホームの家●

菊陽町辛川売家
2,280　万円
井口バス停歩３分●
地６２８.２８㎡（１９０.０５坪）姶３台●
建１７６.０１㎡（５３.２４坪）H８年1月築●
広々5LDK　木造瓦葺平家建●
菊陽南小・菊陽中校区●

大津町美咲野３丁目売家
2,790　万円
美咲野団地バス停歩２分　オール電化●
地２８１.０４㎡（８５.０１坪）姶４台●
建１１３.９７㎡（３４.４７坪）Ｈ２２年１月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ＋納戸・書斎●
セキスイハイムの家　太陽光・床暖房付●

御領２丁目売地
1,500　万円
東八反田バス停歩５分●
地２０１.３４㎡（６０.９０坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　角地●
託麻西小・東部中校区●

健軍４丁目売地
1,650　万円
動植物園電停歩４分●
地２００.４７㎡（６０.６４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　現況更地●
健軍小・湖東中校区●

東京塚町売地
2,500　万円
東京塚町バス停歩５分●
地２８９.６６㎡（８７.６２坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　北東角地●
尾ノ上小・錦ヶ丘中校区●

熊本県知事（２）第４６８２号　中央区帯山６‐７‐６７ http：//www.e‐life‐e.jp

㈱明和不動産 緯０９６（３２２）１５０８渥明和不動産　検索国土交通大臣（１）第００８４３２号

水前寺１丁目売マンション
4,500　万円
水前寺駅通りバス停歩３分●
挨９８.３８㎡（２９.７５坪）●
Ｈ１９年９月築　Ｄ’クラディア水前寺レイガ●
哀愛２１,４５０円　姶２,５００円　１５階建１１Ｆ●
１１階角部屋　眺望・日当り良し　出水小・中校区●

新屋敷１丁目売マンション
3,250　万円
新屋敷町バス停歩３分●
挨９０.０３㎡（２７.２３坪）サーパス新屋敷●
Ｈ１２年２月築　３ＬＤＫ●
哀愛２７,６００円　姶８,０００～１２,０００円　６階建６Ｆ●
最上階　ワイドバルコニー　白川小・中校区●

城南町舞原売家
3,880　万円
今吉野バス停歩１５分●
地４５３.６６㎡（１３７.２３坪）４ＬＤＫ●
建１４１.７６㎡（４２.８８坪）Ｈ２５年１１月築●
築３年!!　南側庭にウッドデッキ　！　姶４台可●
Ｈ２８年１１月リフォーム済　隈庄小・下益城城南中校区●

宇土市三拾町売家
3,100　万円
宇土駅歩５分●
地４５２.４８㎡（１３６.８７坪）５ＬＤＫ●
建１５４.９５㎡（４６.８７坪）Ｈ６年１月築●
H２６.７月定期点検実施済（内外装）●
セブンイレブン３８０ｍ　宇土東小・鶴城中校区●

八景水谷３丁目売家
850　万円

堀川バス停歩６分●
地１８１.００㎡（５４.７５坪）３ＤＫ●
建６８.１２㎡（２０.６０坪）Ｓ４７年１０月築●
姶１台可　Ｈ２３年４月リフォーム済●
閑静な住宅地　城北小・清水中校区●

新屋敷２丁目売地
5,215　万円
大江川鶴バス停歩４分●
地３３２.０９㎡（１００.４５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建物有　整形地の敷地１００坪●
買物便利　白川小・中校区●

健軍１丁目売地
3,480　万円
熊工入口バス停歩３分●
地２６４.１９㎡（７９.９１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
東区役所３６０ｍ　東郵便局４２０ｍ●
マックスバリュ３８０ｍ　健軍小・湖東中校区●

合志市幾久富売家
2,680　万円
団地入口バス停歩３分●
地２３１.４６㎡（７０.０１坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１２２.５５㎡（３７.０７坪）Ｓ５８年３月築●
鉄筋コンクリートの家　広々バルコニー●
姶２台可　S５８年３月内外装リフォーム済●

浜口町売家
1,980　万円
孫代バス停歩４分　即入居可●
地１９６.９０㎡（５９.５６坪）４LDK●
建１１３.５０㎡（３４.３３坪）H２１年９月築●
南側道路につき日当たり良好！●
築７年４ＬＤＫのオール電化！　飽田東小・飽田中校区●

大江３丁目売地
6,990　万円
大江校通りバス停歩２分●
地４７９.９３㎡（１４５.１７坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
ゆめタウン約４００ｍ　ローソン約５０ｍ●
大江小・白川中校区●

水前寺１丁目売マンション
2,750　万円
国府バス停歩１分●
挨７７.４９㎡（２３.４４坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２７年４月築　シティライフ水前寺公園通り●
哀愛１０,９００円姶８,５００円　１０階建２Ｆ●
角部屋・ペット相談可　出水小・中校区●

花立６丁目売家
5,200　万円
桜木東小学校前バス停歩４分●
地４２７.３２㎡（１２９.２６坪）２ＬＤＫ＋３Ｌ●
建３０６.８８㎡（９２.８３坪）Ｈ７年９月築●
土地・建物広 ！々　２世帯住宅に適●
姶６台可　桜木東小・桜木中校区●

菊池市西寺売店舗付住宅

2,700　万円
一町畑バス停歩４分●
地３２６.９１㎡（９８.８９坪）２ＬＤＫ＋店舗●
建１０２.６７㎡（３１.０５坪）平成２８年５月築●
店舗（事務所）付住宅　コメリ１４０ｍ●
ダイレックス４６０ｍ　菊ノ池小・菊池南中校区●

緯０９６（３７０）３８８３
熊本県知事（３）第４３６６号

㈱熊本不動産ネット

住宅分譲用地求む！！

〈〈〈〈〈 〉〉〉〉〉業者様の情報も
お待ちしております

１００坪～５,０００坪（農地も可）
熊本市内および近郊エリア

合志市須屋売家
1,800　万円
電鉄黒石駅歩１６分　東南角地●
地３４０.４７㎡（１０２.９９坪）木造２階建●
建９８㎡（２９.６４坪）Ｈ１４年５月築●
積水ハウスの家「シャーウッド」●
オール電化　２ＬＤＫ＋サンルーム●

大津町吹田売地
550　万円

大津産交入口バス停歩１３分●
地４３６.５９㎡（１３２.０６坪）角地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
イオン大津店まで車で１０分（６ｋｍ）●
趣きのある分譲地内　大津東小・大津中校区●

㈲コンサル熊本県知事（３）第４２６４号

菊陽町辛川売地
1,380　万円
上辛川バス停歩２分●
地５６８.１６㎡（１７１.８６坪）角地●
唖宅地茜調整娃７０％阿２００％●
集落内開発指定区域　菊陽南小・菊陽中●
定住促進補助金制度有●

山鹿市山鹿売家
1,580　万円
西上町バス停歩３分　山鹿小・山鹿中●
地１２７.５７㎡（３８.５８坪）木造２階建●
建６９.５５㎡（２１.０３坪）Ｈ２６年１２月築●
２ＬＤＫ　エアコン付　オール電化●
南側公道　八千代座歩７分（５６０ｍ）●

龍田４丁目売家
2,480　万円
迫の上バス停歩６分　３ＬＤＫ＋納戸●
地２００.０２㎡（６０.５０坪）木造２階建●
建１２７.６８㎡（３８.６２坪）Ｈ１５年１２月築●
オール電化　たつだニュータウン●
プロヴァンス風のお洒落なおうち●

緯０９６（２３２）８２０８渥
http://f-consul.com/

熊本県知事（４）第３９２７号 ㈲不動産のマツムラ〒８６０‐００８５　北区高平３丁目１３‐３５
緯０９６（３４４）９８８９

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

打越町売地
1,980　　渥万円
永浦橋バス停歩４分●
地４１６.６４㎡（１２６.０３坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高平台小・京陵中校区●

２方道路　日当良好　建築条件無

津浦町売家
2,150　　渥万円
高平団地バス停歩５分　日当良好●
地３６８.００㎡（１１１.３２坪）木造２階建●
建１７１.９３㎡（５２.００坪）Ｓ４９年７月築●
５ＬＤＫ　きれいなお庭　ウッドデッキ付●

ＬＤＫ２４帖　２世帯向き　床材はヒノキ

大窪１丁目売地
1,380　　渥万円
馬々鋏バス停歩５分　東側４m公道●
地２７８.４０㎡（８４.２１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　高平台小校区●
旧国道３号線まで歩５分（４００m）

梶尾町売地
640　　渥万円
南陽台バス停歩１分●
地２１３.２１㎡（６４.４９坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北側７.５ｍ公道　整形地●

北部東小・北部中校区　バス停目の前

下硯川２丁目売家
2,000　　渥万円
昇立バス停歩７分●
地２３４.１５㎡（７０.８３坪）軽量鉄骨造２階建●
建１１３.６７㎡（３４.３８坪）Ｓ５３年３月築●
西里小校区　フォレステージ硯坂内●

日当良好　積水ハウス施工　４ＬＤＫ

西梶尾町売家
1,580　　渥万円
北部総合支所前バス停歩５分●
地２０１.９９㎡（６１.１０坪）木造２階建●
建１２０.９０㎡（３６.５７坪）Ｈ３年２月築●
オール電化　５ＤＫ　西側４ｍ公道●

川上小歩１分（８０ｍ）・北部中校区

合志市野々島売家
1,798　　渥万円
市営住宅前バス停歩５分　閑静住宅街●
地２３６.０４㎡（７１.４０坪）木造平屋建●
建８３.７０㎡（２５.３１坪）Ｓ６１年３月築●
Ｈ２８年１１月内外装悪済　３ＬＤＫ　姶２台可●
西合志中央小・西合志中校区

相続・資産売却等で
お考えの方、是非ご相談下さい

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地中古住宅・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地アパート用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等テナント用地等ををををををををををををををををををををを
探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすす探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地アパート用地・・
テナント用地等テナント用地等をを
探しています探しています。。

清水東町売地
1,280　　渥万円
北津留バス停歩２分●
地２６５.６５㎡（８０.３５坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　清水小・竜南中●
南面道路　日当良好

西梶尾町売家
3,880　　渥万円
北部総合出張所前バス停歩１１分●
地５３０.４１㎡（１６０.４４坪）木造２階建●
建１７１.６９㎡（５１.９３坪）Ｈ１４年４月築●
敷地広々　４ＤＫ＋納戸　収納充実　姶２台可●

趣ある和風建築　川上小・北部中校区

鶴羽田１丁目売地
1,980　　握万円
羽田バス停歩５分●
地５９６.９８㎡（１８０.５８坪）敷地広々●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　北部東小・北部中校区●
仲介手数料不要　建築条件無

三井住友トラスト不動産㈱　熊本センター国土交通大臣（８）第３３９７号
中央区手取本町２‐５　熊本通町ビル５F

　０１２０（１５０）１５４渥
http://smtrc.jp

宇土市古保里町売貸家
4,500　万円
花園岡崎商店前バス停歩１分●
地４１３.０９㎡（１２４.９５坪）●
建７２.１２㎡（２１.８１坪）Ｈ２３年１月築●
３ＬＤＫ　木造２階建　全４棟●
賃貸中　オーナーチェンジ●

東区八反田１丁目売家
1,600　万円
託麻団地入口バス停歩４分●
地１７８.６５㎡（５４.０４坪）木造２階建●
建１０３.４５㎡（３１.２９坪）Ｈ７年９月築●
４ＬＤＫ　南東向きのため日当良●
シュロアモール長嶺５５０ｍ●

東区湖東２丁目売家
2,300　万円
上の門バス停歩１分　６Ｋ＋納戸●
地１９８.１３㎡（５９.９３坪）木造２階建●
建１３３.８７㎡（４０.４９坪）Ｈ５年３月築●
姶２台（カースペース２台分）●
だいこくさん湖東店１００ｍ●

東区湖東２丁目売家
2,450　万円
湖東町バス停歩２分　４ＤＫ●
地２９８.０１㎡（９０.１４坪）木造平家建●
建８４.０６㎡（２５.４２坪）築年月不詳●
東南角地　前面道路幅員８.８ｍ●
湖東中２９０ｍ　熊本市民病院３４０ｍ●

八代市松崎町売家
4,250　万円
松崎バス停歩２分●
地９９０.３０㎡（２９９.５６坪）木造２階建●
建１２５.８６㎡（３８.０７坪）Ｈ１９年５月築●
松栄パナホームの家　４ＬＤＫ＋納戸●
姶６台可（カースペース６台）●

中央区鍛冶屋町売マンション
2,980　万円
河原町電停歩５分　４ＬＤＫ●
挨８７.６４㎡（２６.５１坪）Ｈ２６年１月築●
哀６,６００円愛５,２００円　ＲＣ１３階建５Ｆ●
姶５,０００～１５,０００円　オール電化　南西向き●
ペット可（制限有）グランドオーク唐人町通り●

中央区南千反畑町売マンション
3,280　万円
熊本電鉄藤崎宮前駅歩７分　３ＬＤＫ●
挨８２.０２㎡（２４.８１坪）Ｈ２４年２月築●
哀７,９５０円愛６,５６０円　ＲＣ１２階建１２Ｆ●
姶１３,０００～１４,０００円　オール電化　東南角部屋●
アルバガーデングランテージ白川公園●

賃貸 売買
宇土市高柳町分譲宅地

940　～980　万
円

万
円

宇土市役所前バス停歩３分●
地１８４.２９㎡　販売２区画共通●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
宇土小歩６分（４８０ｍ）・宇土鶴城中校区●
建条無　買物便利　閑静住宅地●

緯０９６（３２０）３２２３渥

熊本県知事（２）第４８２２号

㈱優しい住まい 緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市泗水町富納売家
1,850　万円
富の原バス停歩４０分●
地２６４㎡（７９.８６坪）３ＬＤＫ●
建８２.８㎡（２５.０５坪）Ｈ２７年３月築●
Ｐ４台可　日当良　新品照明、カーテン付●
木造２階建　シャッター付●

菊池市泗水町吉富売地
595　万円

伝承館前バス停歩６分●
地３１０.００㎡（９３.７７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
交通量の少ない通学路、泗水小まで２,２００ｍ●
現況更地　即建築可●

菊池市泗水町永売地
248　万円

伝承館前バス停歩４０分●
地２６８㎡（８１.０６坪）●
唖山林茜無指定娃８０％阿２００％●
閑静な住宅街●
現況更地　建築条件なし●

緯０９６６（２２）２３１１渥
熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱

土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

人吉市上青井町貸マンション
月額6.1　万円
中青井バス停歩３分●
挨４１.３０㎡（１２.４９坪）姶込●
Ｈ１７年３月築　ＲＣ１０階建３Ｆ●
１ＬＤＫ　保証金１８.３万円●
要家財保険加入●

事業用
北区八景水谷４丁目売アパート

1億2,400　万円
城北校前バス停歩２分●
地６１１.９８㎡（１８５.１３坪）●
建７８３.４８㎡（２３７.０２坪）Ｈ２年９月築●
県道沿い（前面道路６.８m）●
入居率良好３０/３２戸入居中●

中央区水前寺２丁目売アパート
3,000　万円
ＪＲ水前寺駅歩８分　姶４台●
地１８８.１７㎡（５６.９２坪）木造２階建●
建１９３.７６㎡（５８.６２坪）Ｈ３年８月築●
２ＤＫ・１ＤＫ×各２戸　前面道路６ｍ●
現在満室　利回り７.８３％可●

㈱アパートナー熊本支店国土交通大臣（４）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F

緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/青山）

早期買取可・
査定無料・秘密厳守

アパートアパート
買取ります買取ります
ご相談下さい！ご相談下さい！

アパート
買取ります
ご相談下さい！

アパート
買取ります
ご相談下さい！

アパート
買取ります
ご相談下さい！

中央区黒髪６丁目売アパート
5,800　万円
一里木バス停歩４分●
地２７８.５２㎡（８４.２６坪）ＲＣ４階建●
建４１５.３９㎡（１２５.６６坪）Ｓ６２年３月築●
１Ｋ×１８戸　県道熊本菊陽線沿い●
入居率良好　満室時利回り１０.５４％可●

満室時利回り９.２２％可

◎事務所×２戸、
　１R×３０戸
◎鉄筋コンクリート造
　３階建
◎Ｈ２２年８月外装塗装・
　防水工事済

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（４）第３８７４号

南高江１丁目売地
1,276　　握万

円
合志町バス停歩２分●
２４１.１９㎡（７２.９５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
城南小１,２００ｍ　城南中１,６００ｍ●
そよかぜ保育園５０ｍ　残り１区画●

南区八分字町池ノ端売地
2,095　　渥万円
八分字バス停歩９分●
地４０４.３４㎡（１２２.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校徒歩１０分（８００ｍ）●
飽田中学校徒歩８分（６４０ｍ）●

緯０９６（３２２）３３３３㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

八代市田中西町売地
730.84　　渥万円
保育園前バス停歩２分●
地３０２.００㎡（９１.３５坪）●
唖田茜二中高娃６０％阿２００％●
八千把小、第四中校区●
要農地転用、現況渡し●

急募　！
①築３０年～のアパートを探しています
②１,０００万円までの売マンション・売戸建を
　探しています
③田迎西小校区で１００坪位の土地を坪３０万円位
　で探しています
④九品寺・大江近辺の土地
　４０～５０坪　坪３０～４０万円位で探しています

お電話お待ちしています 川尻３丁目売地
1,000　万円
上外城バス停歩２分●
地３９６.４６㎡（１１９.９２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　要セットバック●
川尻駅歩１２分　川尻小・城南中校区●

桜木４丁目売家
1,780　万円
沼山津神社前バス停歩６分●
地２１１.０９㎡（６３.８５坪）木造２階建●
建１０９.２０㎡（３３.０３坪）Ｓ６１年６月築●
３ＬＤＫ＋納戸　ウッドデッキ　姶２台●
北東角地　閑静な住宅街●

内坪井町売マンション
1,650　万円
壺川橋バス停歩２分　２ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
挨８８.９９㎡（２６.９１坪）Ｓ５５年２月築●
哀愛２０,１００円　ＲＣ６階建６Ｆ　東南角●
Ｈ２８年２月全面リノベーション済●
１/１４㈯１５㈰１２～１７時オープン●

黒髪２丁目売１棟マンション

6,500　万円
電鉄黒髪町駅歩３分●
地３０６.５０㎡（９２.７１坪）鉄骨造４階建●
建４７２.９６㎡（１４３.０７坪）Ｓ５８年４月築●
全２０戸　利回り１０.９６％可●
現在満室　近隣商業地域●

坪井５丁目売地
900　万円

寺原町バス停歩５分●
地１１４.３８㎡（３４.６坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
壺川小・京陵中校区●
南面道路●
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