
泗水町永売家
1,698　万円
ＪＲ光の森駅７㎞　姶６台程度可●
地３２１.００㎡（９７.１０坪）木造平屋建●
建１０３.０５㎡（３１.１７坪）Ｈ２０年６月築●
ホンダ技研工業（大津）約１１㎞●
オール電化　泗水東小・泗水中校区●
熊本県知事（２）第４６９０号

(同)ウイング企画
緯０９６（３４５）８０３１渥
［ウイング企画　熊本］で検索

４LDK

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号 緯０９６（３６４）５０１０
http://www.best-green.jp

合志市幾久富売店舗付住居

2,600　　渥万
円

永江団地公民館前バス停歩３分●
地２６９.８８㎡（８１.６３坪）鉄骨造２階建●
建２００.００㎡（６０.５０坪）Ｈ９年２月築●
３ＬＤＫ＋店舗●
合志南ヶ丘小・合志中校区●

御幸木部１丁目売地
4,500　　握万

円
桜十字病院前バス停歩１分●
地１,４７９.００㎡（４４７.３９坪）●
唖雑種地茜無指定●
娃４０％阿８０％　東側約６ｍ公道●
集落内開発制度区域内●

山室３丁目売地
6,210　　渥万

円
山室バス停歩３分●
地６８４.２９㎡（２０６.９９坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建物解体更地渡し●
国道３号線沿い●

合志市合生売家
700　　渥万

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●

龍田陳内２丁目売地
700　　渥万

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●

益城町馬水売家
1,380　万円
広安小学校入口バス停歩７分●
地１８２.７３㎡（５５.２７坪）３ＬＤＫ●
建１０４.８８㎡（３１.７１坪）Ｓ６３年４月築●
木造２階建　駐車３台●
Ｈ２８年１２月内外装リフォーム済●

緯０９６（２８５）８３２５渥
熊本県知事（１）第４８５５号

㈱まごころエステート

オープンハウス
１/２８土２９日１０：００～１６：００

益城町馬水１５‐６カーナビ検索

誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００渥熊本県知事（２）第４５９６号

南区城南町塚原売地
700　万円

ＪＡ豊田支所バス停歩２分●
地４１９㎡（１２６.７４坪）●
唖雑種地茜調整娃７０％阿２００％●
閑静な住宅街　建築条件なし●
豊田小約３５０ｍ　市街地まで２.５㎞●

南区富合町杉島売地
520　万円

富合駅歩２４分●
地１９８.４１㎡（６０.０１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
閑静な住宅地　建築条件なし●
ナフコ約１㎞　みすみ胃腸科・外科約１㎞●

南区富合町平原売地
1,500　万円
富合駅歩４２分●
地８４３.４９㎡（２５５.１５坪）●
唖宅地茜調整●
静かな環境　！　建築条件なし●
こころの医療センター約７３０ｍ●

求む　！
・分譲・賃貸マンション用地
・中古マンション、戸建て、土地
　なんでもご相談下さい　!

お電話ください

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区西原２丁目売家
1,600　万円
鉄工団地入口バス停歩４分●
地２９５.９６㎡（８９.５坪）●
建９５.９０㎡（２９.０坪）●
Ｓ４２年４月築　現況渡し●
交通利便・環境良●

緯０９６（３８２）４５５８渥

熊本県知事（８）第２５１２号

㈲水戸不動産

北区高平１丁目売家
2,080　万円
高平南公園バス停歩３分　姶２台可●
地２０７.２６㎡（６２.６９坪）木造２階建●
建１１０.５３㎡（３３.４３坪）Ｈ１９年７月築●
オール電化　ＩＨ・エコキュート　４ＬＤＫ●
太陽光発電３.２８キロ　コスモホームの家●

緯０９６（３３９）１４８３渥

熊本県知事（２）第４５５７号

石原不動産㈱

松橋町豊福売家
2,100　万円
豊福バス停歩４分●
地９５６.４７㎡（２８９.３３坪）●
建９４.１４㎡（２８.４７坪）Ｓ４７年１１月築●
木造平家建　４Ｋ＋車庫・物置●
豊福小学校まで４００ｍ●

緯０９６４（３３）２７５５渥

熊本県知事（９）第２４０１号

西山地所

合志市豊岡売家
2,150　万円
すずかけ台中央通りバス停歩１分●
地４６３.５７㎡（１４０.２２坪）木造２階建●
建１４９.０５㎡（４５.０８坪）Ｓ５３年１０月築●
７ＬＤＫ　オール電化　２世帯向き　角地●
ＬＤＫ２０帖　和風庭園付　日当良好●

緯０９６（３４６）８１８１渥

熊本県知事（１）第５０８６号

株式会社　YPLAN

南区御幸木部３丁目新築一戸建
3,650　万円
御幸木部バス停歩１２分●
地２６５.７２㎡（８０.３８坪）姶６台可●
建１５５.５９㎡（４７坪）Ｈ２８年４月築●
３ＬＤＫ×２　２世帯住宅●
御幸小・託麻中校区●

緯０９６（３６８）２４０４渥

熊本県知事（１０）第２１３０号

森永不動産緯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！！

人吉市紺屋町貸店舗
月額8.5　万円
九日町バス停歩２分　保証金３５万円●
挨３７.４㎡（１１.３１坪）Ｓ３８年１月築●
木造瓦葺平家建　スナック・バー向●
哀・共益費５,４００円　要店舗総合保険加入●
カウンター・流し台・WC・坪庭付●

御船町滝尾売地
230　万円

田原バス停歩５分●
地２６７㎡（８０.７坪）●
唖田茜区域内娃７０％阿２００％●
要農転後建築可　間口１９ｍ●
建築条件無し●

緯０９６（３２４）２９１０渥

熊本県知事（４）第４１１３号

㈱ホリゾン

南区御幸西３丁目売地
1,316　万円
西無田バス停歩５分●
地２１７.５２㎡（６５.７９坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南西角地　造成整地渡し●
３.３㎡（坪）２０.０１万円●

錆０１２０（７０）２４４２渥

熊本県知事（４）第３９６５号

西田商事

水前寺３丁目売地
3,600　万円
渡瀬踏切バス停歩１分●
地２８７.６㎡（８７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
水前寺駅通り沿●
フーディワン近隣（２５０ｍ）●

緯０９６（３７２）８５８１渥

熊本県知事（７）第３０２５号

九州不動産販売㈱

合志市豊岡売地
6,576　万円
すずかけ台北バス停歩１分●
地１,６７２.００㎡（５０５.７８坪）角地●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
人口密集地　整形地　間口広々●
有料老人ホーム・医院等適●

緯０９６（２８８）３８５０渥

熊本県知事（２）第４８３９号

株式会社　エトウ

山鹿市小群売家
900　万円

平山温泉バス停歩９分●
地１９４.３９㎡（５８.８０坪）南向き●
建７４.９０㎡（２２.６５坪）Ｈ７年６月築●
山小屋風別荘　姶１台有　オール電化●
温泉付　売主居住中　内覧可●

緯０９６（２２７）６２８２渥

熊本県知事（４）第４１７２号

㈱タケダコーポレーション

緯０９６（３８４）４４０２渥
熊本県知事（１３）第９１６号

㈲アジアコンサルティング

山ノ神２丁目売地
1,290　万円
小峯３丁目バス停歩６分●
地１８６.５６㎡（５６.４３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
北４ｍ公道　更地　建築条件なし●
山ノ内小・東町中（錦ヶ丘中）校区●

江津２丁目売家
1,500　万円
江津郵便局前バス停歩５分●
地１７３.７８㎡（５２.５６坪）Ⓟ縦列２台●
建８９.３１㎡（２７.０１坪）Ｓ５９年１１月築●
木造２階建　４ＤＫ　別棟付属建物有●
画図小・出水南中校区●

田崎３丁目売マンション
790　万円

田崎バス停歩４分●
挨７０.２５㎡（２１.２５坪）３ＬＤＫ●
Ｓ５６年３月築　ＲＣ５階建２Ｆ●
哀愛１０,５００円　姶１台込●
ワイドバルコニー　買物便良●

緯０９６（３２６）７５５６渥
熊本県知事（３）第４３９５号

熊本市西区不動産㈲

田崎
ハイツ 中央区黒髪３丁目売家

1,798　万円
済々黌校前バス停歩７分（５００ｍ）●
地１６５.２８㎡（４９.９９坪）木造２階建●
建１０４.５８㎡（３１.６３坪）S４８年１２月築●
水回り全て・床・ドア新品　４LDK●
Ⓟ並列２台可　耐震基準適合●

緯０９６（２８８）５６１７渥
熊本県知事（６）第３６４２号

㈲経生

オープンハウス連続開催　!
１/２８㈯２９㈰・２/４㈯５㈰
１２：００～１７：００

H２８年２月全面リフォーム済

田舎不動産のセブン熊本県知事（６）第３４０８号

求む！求む！求む！求む！
査定
無料

山都町…山林　原野の土地
天草　阿蘇　九重…別荘　住宅

緯０９６（３２４）４３２１
［田舎暮らしセブン］で検索

田舎不動産田舎不動産田舎不動産田舎不動産

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。

南区富合町清藤売家

2,640　万円
ＪＲ富合駅歩４分●
地２１８.８７㎡（６６.２０坪）木造２階建●
建９６.６７㎡（２９.２４坪）Ｈ２５年１１月築●
３ＬＤＫ　富合小・富合中校区●
西側約５m道路に接面●

合志市豊岡売家

2,880　万円
泉ヶ丘団地バス停歩８分●
地２０３.６４㎡（６１.６０坪）木造２階建●
建１２０.０３㎡（３６.３０坪）Ｈ２６年７月築●
４ＬＤＫ　オール電化　洋間ロフト付●
合志南小・合志中校区●

大牟田市櫟野売店舗兼住居

1,850　万円
善徳バス停歩７分●
地４９８.５８㎡（１５０.８２坪）木造２階建●
建１８５.３４㎡（５６.０６坪）Ｈ１３年１２月築●
２ＬＤＫ＋店舗　玉川小・勝立中●
県道沿いで美容室や診療所としても●

東区秋津２丁目売地

1,000　万円
中無田バス停歩４分●
地１４３.８８㎡（４３.５２坪）古家有●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
南側約３.４m道路に間口約１５.９ｍ接面●
南側約４m道路に間口９.３m接面●

東区佐土原３丁目売地

1,300　万円
佐土原バス停歩７分●
地１４９.０４㎡（４５坪）更地●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
西側約５.９m公道に間口約１０ｍ接面●
南側約５m公道に間口約１５ｍ●

西区春日１丁目売マンション

5,800　万円
熊本駅・森都心プラザ前バス停歩１分●
挨１００.４９㎡（３０.３９坪）Ｈ２４年２月築●
哀愛２９,３００円　ＲＣ３５階建２３Ｆ●
ＪＲ熊本駅歩２分　３ＬＤＫ　姶８,０００円●
春日小・五福小　花陵中・藤園中●

東区保田窪本町売地

2億1,252　万円
南郷団地バス停歩１分　東バイパス沿●
地１,６７５.４７㎡（５０６.８２坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
東側約４０ｍ公道に間口約２５ｍ接面●
北側約４ｍ公道に間口約１９ｍ接面●

中央区国府３丁目売地

3,150　万円
白山神社前バス停歩１分●
地３７３.５５㎡（１１２.９９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
古家有　南側７ｍ公道●
八王寺通り沿い●

中央区水前寺３丁目売地

3,600　万円
渡鹿踏切バス停歩１分●
地２８７.６㎡（８６.９９坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南側約７.５ｍ・北側約３.５ｍ公道に間口約１１ｍ接面●
託麻原小・帯山中校区●

〒８６０‐００７８ 熊本市中央区京町２‐１４‐１６
熊本県知事（６）第３３６１号 京町事務所緯０９６（３５９）２４２６　

水前寺事務所緯０９６（２８４）１２２３　コウナンレクセル 検索 渥

南区八幡８丁目売家
2,450　万円
ＪＲ川尻駅歩９分●
地１７６.９４㎡（５３.５２坪）木造２階建●
建９６.８６㎡（２９.３０坪）Ｈ１７年４月築●
４ＬＤＫ　地震損壊ありません●

川尻小・城南中校区
オープンハウス１/２８土２９日１１：００～１６：００

即入居可

中央区渡鹿６丁目売マンション
1,800　万円
黒髪５丁目バス停歩６分　３ＬＤＫ●
挨７２.２４㎡（２１.８５坪）Ｈ１７年７月築●
哀愛１３,２００円　ＲＣ１０階建４Ｆ●
三面バルコニー　姶２,０００円●

ペ
ッ
ト
可
　白
川
を
望
む

オープンルーム１/２８土２９日１１：００～１６：００
ファーネスト大江東リバーサイファーネスト大江東リバーサイドド

ソ
ー
ラ
ー

パ
ネ
ル

店舗部分は住居としても利用できます

オール電化　P５台以上

東南角部屋

ペ
ッ
ト
可（
小
型
）

中無田
熊野座
神社

更地渡し　参考プラン有

１００％国産無垢材使用　未入居

地震損壊ありません

角
地

即
入
居
可

築浅

角地
熊本県知事（２）第４８１３号

㈱エストライフ不動産

八代市萩原町１丁目売家
1,980　万円
八代駅歩５分　６ＤＫ　姶２台●
地３０８.７５㎡（９３.４０坪）木造２階建●
建１７４.８８㎡（５２.９０坪）Ｈ１２年６月築●
Ｈ２８年２月内装リフォーム済●
太田郷小・八代第二中校区●

緯０９６（２０２）４６２０渥
［estlife-f］で検索

お
支
払
い
例

◎頭金０円
◎ボーナス０円
◎肥後銀行３５年返済
◎変動金利０.９５％

　５５,４３２円月
々

※随時案内可能です

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（４）第３８７４号

御幸木部３丁目売地
1,060　　握万

円
御幸木部町バス停歩４分●
地５７６.８㎡（１７４.４８坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発　一般住宅建築可●
御幸小、託麻中校区　家庭菜園可●

南区八分字町須崎売地
1,380　　渥万

円
十三バス停歩１分●
地２３６.５２㎡（７１.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小学校徒歩１分（８０ｍ）●
飽田中学校徒歩１０分（８００ｍ）●

益城町惣領売家
980　万円

馬水バス停歩５分 ５ＤＫ●
地１８７.０６㎡（５６.５８坪）東南角地●
建６１.３７㎡（１８.５６坪）Ｓ４８年３月築●
東側１１ｍ・南側４.６ｍ道路　木造２階建●
２階部分増築（年月不詳）　広安小・益城中校区●

緯０９６（３２８）５０９９渥

熊本県知事（６）第３４７６号

ヤマデン開発

中央区練兵町売マンション
780　　万円

（
税
込
）西辛島町電停歩１分　オール電化●

挨５９.７６㎡（１８.０７坪）Ｓ５４年７月築●
哀愛１４,８２０円　ＲＣ１０F/３F　２ＬＤＫ●
Ｈ２９年１月末日室内全面リフォーム済●
グリーンコーポ三牧　交通利便良●

緯０９６（３７１）４５４７握

熊本県知事（１）５１５８号

㈱エコプラスハウス

龍田陳内３丁目売マンション
1,380　万円
建山入口バス停歩５分●
挨７７.７６㎡　Ｈ１５年８月築●
哀愛１１,４００円　７階建１Ｆ●
角部屋　！　３面採光　！　洗面所・浴室に窓有●
とても明るく風通しの良いお部屋です●

錆０１２０（０９４）８８８渥

国土交通大臣（１）第００９０３３号

㈱すがコーポレーション　熊本東店 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賃貸

中央区上通町貸店舗
月額54　万円
水道町バス停歩３分　葵込穐６ヶ月●
挨２８７.０４㎡（８６.８２坪）居酒屋跡●
Ｈ７年３月築　ＳＲＣ５階建地下１F●
第３クマモトミヤモトビル●
桜通り沿　手取神社横●

緯０９６（２２７）６２８２渥

熊本県知事（４）第４１７２号

㈱タケダコーポレーション

事業用
菊池市重味売地

1,100　万円
茂藤里バス停歩１分●
地２,０１５.５㎡（６０９.７０坪）●
唖山林（現況宅地）茜無指定●
娃７０％阿２００％　即建築可●
南西角地　国道３８７号線歩１分（８０ｍ）●

緯０９６（２７４）５５２５渥

熊本県知事（５）第３６９４号

㈲向日葵リハウス

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

苓北町志岐売家
780　万円

シープル前バス停歩２０分●
地７１２.９９㎡（２１５.６７坪）木造平屋建●
建１４３.６８㎡（４３.４６坪）Ｈ７年５月築●
５ＤＫ　車庫兼物置有　姶４台可●
オープンハウス１/２８土２９日１１～１７時●

緯０９６（２８８）１８４１握

熊本県知事（１）第５１６１号

不動産のURS㈱


