
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●

本荘町売マンション

1,740　万円
向山校前バス停歩１分●
挨７５.６７㎡（２２.８９坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１０年１月築　サーパス本荘●
哀愛２１,４００円姶４,０００～５,０００円　１３階建１０Ｆ●
西南角部屋　！　向山小・江南中校区●

池田１丁目売マンション

750　万円
住生院前バス停歩１分●
挨６９.０４㎡（２０.８８坪）２ＬＤＫ●
Ｓ４８年１１月築　京町台ハイツ　Ｈ２４年４月　リフォーム済●
哀愛１６,０００円　７階建６Ｆ●
ルーフバルコニー付♪　池田小・京陵中校区●

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●

城南町碇売家
2,380　万円
ひばりヶ丘バス停歩１９分●
地２２１.５２㎡（６７.００坪）４ＬＤＫ●
建１０３.９２㎡（３１.４３坪）Ｈ２２年２月築●
オール電化　姶４台可　！●
木造２階建　杉上小・下益城城南中校区●

桜木１丁目売地
2,800　万円
沼山津神社前バス停歩３分●
地２８８.００㎡（８７.１２坪）●
唖雑種地茜一低娃４０％阿８０％●
東南角地　日当り良好●
環境良し　！　桜木小・中校区●

大津町美咲野売家
2,370　万円
美咲野団地バス停歩５分●
地２４８.５３㎡（７５.１８坪）４ＬＤＫ●
建１３０.５０㎡（３９.４７坪）Ｈ２２年１０月築●
オール電化　姶３台可　！●
木造２階建　美咲野小・大津北中校区●

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●

水源１丁目売地
2,370　万円
泉ヶ丘小学校前バス停歩６分●
地２６１.１５㎡（７８.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
動植物園入口４３０ｍ　市民病院１,２００ｍ●
環境良し　！　泉ヶ丘小・湖東中校区●

出水３丁目売地
1,580　万円
出水３丁目バス停歩２分●
地２０６.８７㎡（６２.５７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
出水ふれあい通り約１５０ｍ●
静かな環境♪　出水南小・出水中校区●

氷川町宮原売地
1,200　万円
宮園バス停歩５分●
地１,３４４.００㎡（４０６.５６坪）●
唖田茜無指定娃７０％阿４００％●
有佐駅約８００ｍ　静かな環境♪●
セブンイレブン約５００ｍ　宮原小・氷川中校区●

菊池市西寺売店舗付住宅

2,700　万円
一町畑バス停歩４分　Ⓟ３台可●
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●

大窪３丁目売地
933　万円

化血研バス停歩８分●
地２９３.００㎡（８８.６３坪）●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
高台につき眺望良し　！　広 ８々８坪●
向かい側に公園あり♪　高平台小・京陵中校区●

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

オープンハウス
１/２１土２２日１１時～１６時

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渥

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

打越町売地
1,980　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

大窪１丁目売地
1,380　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　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　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　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
1,748　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。。西梶尾町売家

3,880　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

室園町売地
680　万円

北熊本バス停歩４分●
地１６３.４４㎡（４９.４４坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
西側道路　清水小・竜南中校区●
国道３号線３２０ｍ　利便性良好

清水亀井町売アパート
1,800　万円
亀井バス停歩４分●
地１９６.４３㎡（５９.４２坪）●
建１９８.７４㎡（６０.１１坪）Ｓ５７年７月築●
鉄骨造２階建　２Ｋ×６室●
現在満室　利回り１２％可

菊池市木柑子売地
930　万円

花房バス停歩１分●
地４３７.３７㎡（１３２.３坪）建築条件無●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
菊池自動車学校２００m●

３８７号線沿い　店舗用地向け

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

松橋町萩尾売家
1,400　万円
松橋駅歩５０分 静謐な環境●
地２８１.５１㎡（８５.１５坪）●
建１３６.０５㎡（４１.１５坪）Ｈ１５年１１月築●
二世帯住宅として適●
連絡先：０９０‐１３４９‐６６８６●

緯０９６（２２７）６１１９渥

熊本県知事（８）第２５０８

㈲緑地所

中央区出水７丁目売家
1,750　万円
長溝団地入口バス停歩４分●
地２１２.６０㎡（６４.３１坪）６DK●
建７４.５２㎡（２２.５４坪）Ｓ５１年１月築●
熊本地震の被害は軽微●
出水南小、出水南中校区●

緯０９６（３６３）３２８１渥

熊本県知事（１３）第８７９号

㈲北川不動産

北区龍田８丁目売家
1,900　万円
二里木バス停歩２分　龍田小・中●
地２７７.００㎡（８３.７９坪）姶２台●
建１３１.６９㎡（３９.８３坪）Ｓ５３年３月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ＋書斎●
パナホームの家　２世帯でもＯＫ！！●

西区上高橋２丁目売家
1,450　万円
下高橋バス停歩３分●
地２０２.９０㎡（６１.３７坪）角地●
建１０９.００㎡（３２.９７坪）Ｈ５年１１月築●
木造コロニアル葺２階建　４ＬＤＫ●
トイレ、水洗１階・２階有　駐車４台可●

北区西梶尾町売家
1,580　万円
北部総合出張所バス停歩３分●
地２０１.９９㎡（６１.１０坪）●
建１２０.９０㎡（３６.５７坪）H３年２月築●
H２５年４月内外装リフォーム済●
オール電化工事済　駐車３台可●

緯０９６（３２５）８２７２渥茂村住宅㈱熊本県知事（１０）第２０５０号

株式会社　Investment（インベストメント）熊本県知事（２）第４６８７号

合志市須屋売家
1,850　万円
川添バス停歩５分　南面道路●
地２３１㎡（６９.８７坪）姶２台可●
建１１０㎡（３３.２７坪）Ｓ６０年８月築●
広々メーターモジュール　５ＤＫ●
西合志南小・西合志南中校区●

オープンハウス１/２１土２２日１０：００～１７：００Ｈ２９年１月内外装リフォーム済

合志市須屋３１２７‐８ナビ検索２F/和室・洋室×２

八代市中片町売家
2,680　万円
中片町入口バス停歩３分　幅６ｍ道路●
地２５３.７４㎡（７６.７６坪）３ＬＤＫ＋納戸●
建１１０.９６㎡（３３.５７坪）Ｈ２１年８月築●
一条工務店の家　ＩＨ・ウッドデッキ付●
オールペアサッシ　太田郷小・第二中● H２８年６月内外装全面リフォーム済

ソ
ー
ラ
ー
・
陶
器
瓦

南
西
角
地

床暖房

緯０９６（２８８）９９３４渥
〔インベストメント熊本〕で検索

水廻り新品

西須屋
団地内

玉名市伊倉北方売地
350　万円

伊倉宮前バス停歩３分●
地２７９.９４㎡（８４.６８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　セットバック要●
日当たり良好　のどかな住宅街●

センチュリー２１東亜不動産 緯０９６（２７３）６０８１渥熊本県知事（１）第５０１７号

北区高平３丁目売家
1,980　　万円

（
税
込
）

電鉄亀井駅歩１３分　姶２台可●
地１７０.５６㎡（５１.５９坪）木造２階建●
建１０４.９３㎡（３１.７４坪）Ｈ１１年１月築●
３ＬＤＫ（４ＬＤＫ可）　水回り新品●
Ｈ２９年１月２０日リフォーム完了予定●

帯山１丁目売マンション
2,580　　万円

（
税
込
）

ＪＲ水前寺駅歩２２分　眺望良好●
挨７８.６６㎡（２３.７９坪）Ｈ１８年８月築●
哀愛１５,９８０円　平置姶無料　３ＬＤＫ●
ＲＣ１５階建１４Ｆ　Ｄ’クラディア帯山●
帯山西小・帯山中校区●

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●

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●

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。

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

健軍１丁目売地
2,150　万円
健軍校前電停歩７分●
地２０７.３６㎡（６２.７２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
北６ｍ公道　接面１１ｍ●
建物解体更地渡し●

緯０９６（２４３）０１２１渥

熊本県知事（１４）第４３７号

株式会社フィットリアルティ 緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

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

賃貸
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！！

人吉市北泉田町貸マンション
月額6.5　万円
鶴田バス停歩３分●
挨４０.９７㎡（１２.３９坪）１ＬＤＫ●
Ｈ１６年９月築　ＲＣ７階建７Ｆ●
保証金１９.５万円　保険加入要●
オートロック、駐車場付●

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

緯０９６（３８４）５９１５渥バイパス不動産熊本県知事（８）第２６１０号

大津町美咲野３丁目売家
2,080　万円
美咲野団地バス停歩１１分　６ｍ道路●
地２０４.４２㎡（６１.８３坪）庭広●
建８６.９４㎡（２６.２９坪）３ＬＤＫ●
姶６台　公園隣接　美咲野小３３０ｍ●
Ｈ２９年１月内装リフォーム済●

オープンハウス１/２１土２２日１１時～１７時
Ｈ
　
年
　
月
築
の

２６

１０

き
れ
い
な
お
家
で
す
！

東区桜木４丁目売家
2,400　万円
府内古閑バス停歩４分●
地１９３.０６㎡（５８.４０坪）木造２階建●
建１０５.８５㎡（３２.０１坪）Ｈ１０年３月築●
４ＬＤＫ＋納戸　南側道路●
姶２台（ガレージ有）　日当り良好●

合志市須屋売地
1,600　万円
東須屋バス停歩３分●
地４３７.００㎡（１３２.１９坪）更地●
唖山林茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　閑静な住宅街●
西合志東小・合志南中校区●

緯０９６（３６７）８７８７渥㈱トーヤハウス熊本県知事（６）第３５１８号

植木町正清売地
780　万円

正清橋バス停歩３分　整形地●
地１,００５.７７㎡（３０４.２４坪）東南角地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
南公道（巾１２m）、国道３号線まで約１５０ｍ●
集落内開発　田底小２５０ｍ・植木北中●

新南部２丁目売地
2,280　万円
新南部バス停歩４分●
地５０１.９４㎡（１５１.８３坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南位置指定道路（持分有）西原小・中●
上下水完備　アパート用地にも適●

熊本県知事（４）第４１２２号

榎町売地
1,980　万円
電波監理部前バス停歩５分●
地２６６.７４㎡（８０.６８坪）整形地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建物有　更地渡し　西南角地●
東町小・東町中　日当良●

長嶺西１丁目売家
1,980　万円
南原バス停歩５分　オール電化●
地１９９.０８㎡（６０.２２坪）４ＬＤＫ●
建１２５.８６㎡（３８.０７坪）Ｈ２年４月築●
軽量鉄骨造２階建　託麻西小・西原中●
２重サッシ　H２８年１０月一部リ済　P３台可●

㈲碧プランニング
あおい

緯０９６（３８３）００３５渥
物件多数→http://www.aoiplan.com

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●
１/２１㈯２２㈰１２～１７時オープン●

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●

北九開発㈱ 緯０９６（３８４）０３１１渥熊本県知事（５）第３８８２号
www.hokkyuu.jp（スマホ対応）

徳王１丁目売地
1,270　万円
徳王バス停歩７分●
地２３３.５２㎡（７０.６３坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
分譲地内　角地●

石原１丁目売マンション
860　万円

ＪＲ武蔵塚駅歩２８分　４ＬＤＫ●
挨７３.３３㎡（２２.１８坪）Ｈ２年１０月築●
哀愛姶１５,３４０円　ＲＣ８階建３Ｆ●
エアコン・ＩＨクッキングヒーター付●
アーク熊本運動公園●

一の宮町宮地売家
1,380　万円
宮地中央バス停歩３分●
地２５７.６２㎡（７７.９３坪）●
建１２９.７７㎡（３９.２５坪）●
北側道路　Ｈ１０年６月築●
木造瓦葺２階建　６ＤＫ＋納戸●

上代１丁目売地
830　万円

上代バス停歩３分●
地１６６.２４㎡（５０.２８坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北西４ｍ道路　全２区画●
城山小・三和中校区●

八代市松崎町売家
4,250　万円
松崎バス停歩２分　４ＬＤＫ＋納戸●
地９９０.３０㎡（２９９.５６坪）木造２階建●
建１２５.８６㎡（３８.０７坪）Ｈ１９年５月築●
パナホームテクノストラクチャー工法の家●
松高小・代陽小、第一中校区●

保田窪５丁目売地
1,780　万円
新南部バス停歩４分●
地３５６.８３㎡（１０７.９４坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　北側４ｍ公道●
西原小・西原中校区●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（１）第４９８２号

中央区出水６丁目新築一戸建
3,180　万円
八王寺中央公園前バス停歩６分●
地１２６.５０㎡（３８.２６坪）●
建１１０.１２㎡（３３.３１坪）●
Ｈ２８年１２月築　３ＬＤＫ●
駐車２台（カーポート付）● カーナビ葛中央区出水６‐２０‐９８

オープンハウス１/２１土２２日１０：００～１７：００
オール電化住宅　バリアフリー　出水南小・出水中校区

㈱ナガエ熊本県知事（２）第４５２５号

合志市幾久富売家
2,380　万円
永江団地バス停歩３分　姶２台●
地２２１.１３㎡（６６.８９坪）木造２階建●
建１６２.６８㎡（４９.２１坪）Ｈ１２年１２月築●
２世帯住宅適　５ＬＤＫ＋納戸・ＤＫ●
鮮度市場・マックスバリュ歩３分（２４０ｍ）●

緯０９６（３４８）６２６６渥
出水現地携帯：０９０（２５８８）２５２９


