
北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

長嶺南４丁目売マンション
1,780　万円
月出小学校入口バス停歩４分　３ＬＤＫ●
挨７２.４５㎡（２１.９１坪）Ｈ１１年２月築●
哀愛１２,１００円　ＲＣ９階建８Ｆ　姶有（平置）●
ペット可（制限有）　長嶺小・長嶺中校区●
コアＭネクステージ熊本東　町費３００円●

千葉城町売マンション
3,080　万円
磐根橋バス停歩１分　ペット可（小型）●
挨７９.６７㎡（２４.１０坪）Ｈ２４年８月築●
哀愛１０,４６０円　姶有　ＲＣ１１階建７Ｆ●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　２４時間営業のスーパー目の前●
リビングから熊本城が見えるお部屋●

オープンルーム
３/５日１３：００～１６：００

東区長嶺南４丁目９‐８８ナビ

緯０９６（２７６）６７８７渥㈱スマイリーフ不動産熊本県知事（１）第５０８３号

中央区島崎１丁目売地
2,600　万円
段山町電停歩５分●
地４１３㎡（１２４.９４坪）●
唖宅地・田茜二中娃６０％阿２００％●
一新小・西山中校区●
エース島崎店歩４分（３２０ｍ）●

緯０９６（３２２）７７７３渥

熊本県知事（７）第３１０９号

㈲花園不動産

中央区黒髪３丁目売家
1,738　万円
済々黌校前バス停歩６分　姶並列２台可●
地１６５.２８㎡（４９.９９坪）木造２階建●
建１０４.５８㎡　S４８年１２月築　４LDK●
H２８年２月全面リ済　耐震基準適合●
オープンハウス３/４土５日１２～１７時●

緯０９６（２８８）５６１７渥

熊本県知事（６）第３６４２号

㈲経生 緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥
熊本県知事（７）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

長嶺南１丁目売地
1,490　万円
長嶺南１丁目バス停歩２分●
地２２２.１９㎡（６７.２１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
シュロアモール・日赤歩２分（約１２０m）●
月出小・帯山小・託麻西小、西原中●

健軍１丁目売地
1,710　万円
健軍校前電停歩７分●
地１６１.９６㎡（４８.９９坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
北側６ｍ公道　公園近隣●
健軍小・湖東中校区●

北区楠６丁目新築一戸建
2,380　～2,430　万

円
万
円

ＪＲ武蔵塚駅歩１６分　４ＬＤＫ●
地１５２.０３㎡～１６５.５２㎡　木造２階建●
建１０４.４９㎡～１０５.７０㎡　Ｈ２９年２月築●
販売２棟　フラット３５適合証明書●
姶並列３台可　楠小歩２分（１６０ｍ）・楠中●

緯０９６（２７３）７５４１渥
熊本県知事（１）第５１４１号

㈱マサキ不動産

オープンハウス
３/４土５日１１：００～１７：００ 長嶺南４丁目分譲宅地

1,293　～1,363　　握万
円

万
円

小峯バスロータリー歩７分●
地１５２.６２㎡（４６.１６坪）●
～１８０.２４㎡（５４.５２坪）
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
販売３区画　現況更地●

緯０９６（２８８）４１３４
［マイプランニング］で検索㈱マイプランニング熊本県知事（２）第４７５８号

山鹿市古閑売地
630　　渥万

円
十三部バス停歩３分●
地２２２.７３㎡（６７.３７坪）更地●
唖宅地茜一低娃５０％阿１００％●
３区画中残り１区画●
大道小・山鹿中校区●
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緯０９６（３４４）６１１０渥㈲サンアイ不動産

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●

植木町鞍掛売家付倉庫
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●

熊本県知事（７）第３１８０号

合志市須屋売家
1,320　万円
電鉄三ツ石駅歩４分　３LDK＋納戸●
地１１５.２㎡（３４.８４坪）木造２階建●
建８８.１８㎡（２６.６７坪）Ｓ５８年１０月築●
Ｈ２９年２月末内外装リフォーム工事終了予定●
小・中学校歩１０分（８００ｍ）圏内●

北区徳王１丁目売マンション
980　万円

九州産交バス清水団地入口バス停歩２分●
挨６７.０５㎡（２０.２８坪）３LDK●
Ｈ４年３月築　ロイヤルシャトー徳王●
哀愛２０,２３０円　ＳＲＣ１０階建６Ｆ●
Ｈ２９年２月中旬内装リフォーム済●

㈱クラブハウスエステート 緯０９６（３７１）８４７８握熊本県知事（１）第５０４１号

合志市須屋１７８３‐７ナビ検索
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オープンハウス
３/５日１３：００～１７：００ 富合町古閑売地

1,020　万円
古閑バス停歩２分●
地５６３.６５㎡（１７０.５０坪）更地●
唖宅地茜調整　建築可●
集落内開発制度区域内●
東南角地　富合小・富合中●

御幸笛田２丁目売地
2,900　万円
友添バス停歩５分●
地４９７.９９㎡（１５０.６４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物解体更地渡し●
御幸小・託麻中校区●

島崎６丁目売家
4,980　万円
慈恵病院前バス停歩８分●
地４１４.６８㎡（１２５.４４坪）木造２階建●
建２２８.７２㎡（６９.１８坪）Ｈ２１年１１月築●
６ＬＤＫ＋納戸　姶４台●
城西小・西山中校区●

合志市幾久富売店舗付住居

2,600　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●

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

戸島西１丁目売医院
5,200　万円
県営西戸島団地バス停歩１分●
地５００.６８㎡（１５１.４５坪）●
建６８３.５９㎡（２０６.７８坪）Ｈ１年２月築●
ＲＣ２階建　診療室・他１６室有●
エレベーター１基付●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区帯山５丁目売地
2,050　万円
帯山５丁目バス停歩２分●
地２６１.６１㎡（７９.１３坪）南幅４ｍ道路●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
県道近隣の住宅地　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

松橋町きらら３丁目売事務所付住居

3,300　万円
松橋高校前バス停歩８分●
地２０３.５０㎡（６１.５５坪）●
建９６.５６㎡（２９.２０坪）H１４年７月築●
付属建物（事務所部分）有●
建５６.２３㎡　H２８年１０月築●

緯０９６（３６６）８７７１渥
熊本県知事（１）第５１２５号

熊本総合不動産㈱

北区清水東町売地
713　万円

北津留バス停歩５分●
地２０５.３５㎡（６２.１１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
清水小学校まで７００ｍ●
南東面道路より１ｍ高台●

益城町安永売地
1,038.5　万円
上野添バス停歩７分●
地２２１.５９㎡（６７.０３坪）東南角地●
唖宅地茜調整娃６０％阿１５０％●
南面道路　二方道路●
ましきの団地　天空広場横●

東区長嶺東４丁目売地
2,349　万円
長嶺バス停歩３分●
地３１０.６５㎡（９３.９７坪）●
唖宅地茜一中娃７０％阿１５０％●
南東角地　区画整理地内●
託麻南小７００ｍ・長嶺中１㎞●

緯０９６（３８０）９００７渥㈱ベストプランツ熊本県知事（２）第４５９３号

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
1,250　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●

春竹町春竹売マンション
1,498　万円
ＪＲ平成駅歩６分　３ＬＤＫ　チュリス南熊本●
挨８１.４８㎡　Ｈ３年３月築　リフォーム中●
哀愛姶１５,８４０円　ＲＣ８階建５Ｆ●
南向き　日当良好　角部屋　オール電化●
近隣商業施設多数有　春竹小・江原中●

東区花立１丁目売地
5,500　万円
昭和町バス停歩４分●
地７０７.２４㎡（２１３.９４坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿１６０％●
南側公道　桜木小・桜木中●
近隣商業施設多数有●

熊本県知事（７）第３２２７号

エイブルネットワーク熊本本店　熊本地所㈱
錆０１２０（３４５）７８７

渥緯０９６（３２７）９７７５　

蓮台寺４丁目売家
3,700　万円
新土河原１丁目バス停歩４分　●
地１９８.３６㎡（６０.００坪）木造２階建●
建１１２.１７㎡（３３.９３坪）Ｈ２４年５月築●
４LDK（５LDK可）　バリアフリー●
２面バルコニー　姶３台可（増設可）●

西松尾町売家
1,480　万円
要江バス停歩５分　姶並列３台可●
地１,２６９.４８㎡（３８４.０２坪）庭付●
建１３５.２㎡（４０.８９坪）Ｓ２年１０月築●
木造瓦２階建　７LDK＋倉庫・車庫●
純和風の家　国道５０１号線約４６０m●

龍田陳内２丁目売家
3,580　万円
建山入口バス停歩１５分　姶５台可●
地３０５.００㎡（９２.２６坪）木造２階建●
建１３８.９７㎡（４２.０３坪）Ｈ２３年４月築●
オール電化　エコキュート　バリアフリー●
５LDK＋納戸　１室事務所・書斎利用可●

城南町舞原売地
400　万円

吉野バス停歩５分●
地１６７.１９㎡（５０.５７坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件無　集落内開発制度区域内●
杉上小・下益城城南中校区●

宇土市栄町売地
800　万円

宇土市役所前バス停歩２分●
地１９８.６２㎡（６０.０８坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
古家有　解体更地渡し　建築条件無●
商業施設・医療施設近隣で生活便利●

川口町売地
1,200　万円
川口漁協前バス停歩５分●
地６０６.８０㎡（１８３.５５坪）実測●
唖宅地・雑種地茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　集落内開発制度区域内●
川口小約３００m　天明中校区●

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㎞●

植木町植木売地
1,450　万円
植木５丁目バス停歩２分●
地３３２.４６㎡（１００.５６坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
建築条件無　県道大津植木線沿い●
植木小・五霊中　北区役所約６００m●

保田窪４丁目売地
2,332　万円
保田窪３丁目バス停歩７分●
地３３５.２２㎡（１０１.４０坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　北西側約４m公道●
西原小・西原中校区●

熊コーポレーション熊本県知事（３）第４２４１号
HPにて物件動画公開中

ゆう
緯０９６（３８４）６１２３渥

［熊コーポレーション］で検索

築浅・一条工務店　「i‐smart」の家
○全館床暖房　オール電化○
◎ハイドロテクトタイル
（外壁材）
◎ハニカムシェード　
エコキュート
◎長期優良住宅仕様
◎省令準耐火構造仕様

画図町重富売家
1,880　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●

錆０１２０（９２７）１７２渥
熊本県知事（１）第５０７７号

グッドホーム熊本　グッドハート㈱

近隣に商業施設充実♪ 東区長嶺南３丁目売マンション
2,100　万円
長嶺団地バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨８１.６７㎡（２４.７坪）Ｈ１９年１０月築●
哀愛１８,５４０円　ＲＣ６階建２Ｆ●
ＩＨシステムキッチン　姶無料●
閑静な住宅街　長嶺小・長嶺中校区●

楡木２丁目売家
1,798　万円
北高入口バス停歩３分　姶２台可●
地２０３.９２㎡（６１.６８坪）木造２階建●
建１１２.６１㎡（３４.０６坪）Ｓ５２年１１月築●
４ＬＤＫ＋納戸・ＷＩＣ　北バイパス約３００ｍ●
Ｈ２９年２月全面リフォーム済●

産山村田尻売家
700　万円

なでしこの里前バス停歩７分●
地３,００６.２８㎡（９０９.３９坪）●
建２０１.６７㎡（６１.００坪）Ｓ１４年６月築●
古民家住宅　７ＤＫ　別棟倉庫付●
山林・畑含む　東西角地●

ハウスギャラリー㈲熊本県知事（１２）第９８０号 緯０９６（３７３）６６７３渥
http://www.house-gallery.jp
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国土交通大臣（１）第８７５４号
（一社）熊本県宅地建物取引業協会会員

西区春日１丁目売マンション
1億6,500　万円

ＪＲ熊本駅・熊本駅前電停歩３分●
挨１８１.０２㎡（５４.７５坪）ＳＲＣ３６階建３５Ｆ●
Ｈ２５年９月築　哀愛５２,６００円●
最上階　角部屋　駐車場１台付●
２ＬＤＫ　２面バルコニー　ザ・熊本タワー●

最上階２邸・天空に住む喜び

緯０９６（２４３）４１２３渥
グッドライフカンパニー で　検索
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西区春日２丁目売マンション
5,980　万円

二本木口電停歩１分　JR熊本駅歩４分●
挨１４７.３５㎡（４４.５７坪）４ＬＤＫ●
哀愛１９,７００円　姶２,４００円（２台分）●
Ｈ２５年９月築　ＲＣ１５階建１４・１５Ｆ　角部屋●
Ⓟ２台（ハイルーフ可）　眺望良好　メゾネットタイプ●

E‐Life不動産㈱ 緯０９６（２８４）１８９９渥

龍田１丁目新築一戸建
1,980　万円
上立田バス停歩８分●
地１４１.００㎡（４２.６５坪）木造２階建●
建９７.７０㎡（２９.５５坪）Ｈ２８年１１月築●
４ＬＤＫ＋納戸　エアコン３台付　姶４台●
未入居　龍田小・龍田中校区●

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
2,690　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
1,400　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●

榎町売地
3,660　万円
榎団地西口バス停歩７分●
地５５０.１４㎡（１６６.４１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　３分割案有●
東町小・東町中校区●

オープンハウス
３/４土５日１２：００～１６：００

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

緯０９６（２２３）７１８１
熊本県知事（５）第３７５３号

㈱マスダ不動産開発

被災した不動産の
売却の相談承ります

３００坪（１反）～６００坪（２反）位の土地探しています

即、買取も検討いたします　!

楡木５丁目売家
1,980　万円
新地団地バス停歩９分●
地２３８.７５㎡（７２.２２坪）木造２階建●
建１５４.００㎡（４６.５８坪）Ｈ１２年９月築●
Ｈ２８年１２月内外装リフォーム済!!●
広 ５々ＬＤＫ!!　人気の対面キッチン　！●

健軍１丁目売家
5,200　万円
健軍神社前バス停歩４分●
地２４３.５７㎡（７３.６７坪）軽量鉄骨造２階建●
建１３１.５８㎡（３９.８０坪）Ｈ２６年１１月築●
大和ハウスモデル住宅　！　天井高２.７２ｍ　！●
地震に強い持続型耐震住宅　！●

オープンハウス
３/５日午後１時～午後５時

オープンハウス
３/５日午後１時～午後５時

イエステーション熊本東店㈱すがコーポレーション国土交通大臣（１）第００９０３３号 錆０１２０（０９４）８８８渥
［すがコーポレーション］で検索

黒髪５丁目売家
2,520　万円
黒髪５丁目バス停歩７分●
地１９１.８５㎡（５８.０３坪）木造２階建●
建１１９.２４㎡（３６.０７坪）Ｈ６年５月築●
ミサワホームのツーバイフォーで●
地震に強いお家　!　駐車３台可!!

〒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

H２９年５月
造成完了後、
お引渡し
予定です ！
お申し込み
受付中♪

◎月出小、西原中・錦ヶ丘中校区◎
建築条件無

お好きなハウスメーカーを
お選び頂けます

価格３.３㎡（坪）土地面積区画

１,７７０万円３２０,０００円１８２.７４㎡
（５５.２７坪）№１

１,７９９万円３２５,０００円１８２.９３㎡
（５５.３３坪）№２

１,８３０万円３３５,０００円１８０.５３㎡
（５４.６１坪）№５

１,７７０万円３１０,０００円１８９.５０㎡
（５７.３２坪）№６

１,７７０万円３１０,０００円１８９.５４㎡
（５７.３３坪）№７

１,７８０万円３１０,０００円１８９.９１㎡
（５７.４４坪）№８

１,７５３万円３０５,０００円１９０.０３㎡
（５７.４８坪）№９

ドローンによる
空撮動画もHP
にて公開中　！

西区城山半田４丁目売家
2,670　　握万円
下代入口バス停歩９分●
地２６３.１９㎡（７９.６１坪）木造平家建●
建１００.２０㎡（３０.３１坪）Ｈ２３年５月築●
４ＬＤＫ　城山小・三和中校区●
接道状況西側・南側約４.５ｍ・北東側約１２m●

南区八幡８丁目売家

2,450　　握万円
ＪＲ川尻駅歩９分●
地１７６.９４㎡（５３.５２坪）●
建９６.８６㎡（２９.３０坪）Ｈ１７年４月築●
４ＬＤＫ　木造２階建●
即入居可　JR駅近物件●

中央区米屋町１丁目売マンション

2,280　　渥万円
呉服町電停歩２分　３ＬＤＫ●
挨８７.４８㎡（２６.４６坪）Ｈ１９年９月築●
哀愛１１,７００円　ＲＣ１５階建１０Ｆ●
ペット可　五福小・藤園中校区●
近隣にコイン姶多く来客時も安心●

川尻小・城南中校区
大牟田市櫟野売家

1,850　　握万円
善徳バス停歩７分　オール電化●
地４９８.５８㎡（１５０.８２坪）木造２階建●
建１８５.３４㎡（５６.０６坪）Ｈ１３年１２月築●
２ＬＤＫ　玉川小・勝立中校区●
８m県道沿　LDK３０帖以上！●

東区秋津２丁目売地

1,000　　握万円
中無田バス停歩４分　角地●
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●
西側約４m道路に間口９.３m接面●

西区二本木２丁目売地

7,185　　渥万
円

ＪＲ熊本駅歩６分　西南角地●
地４７５.０２㎡（１４３.６９坪）古家有●
唖宅地茜商業●
娃９０％（角地緩和）阿４００％●
西側約７.７ｍ市道　南側１５.７ｍ市道●

大津・菊陽方面への通勤も快適！！　日々の暮らしの中であってほしい生活利便施設のほとんどが身近に

太陽光発電システム　オール電化住宅

道路幅員現況４m
→５m拡幅致します

オープンハウス
３/４土５日１２：００～１７：００

※お車でお越し頂けます

西区春日１丁目売マンション

5,800　　渥万円
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●

◎人気の平家建◎ 西区城山半田４丁目７‐１０ナビ

東
南
角
部
屋
　眺
望
良
好
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ト
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付
）

中央区渡鹿６丁目売マンション

1,800　　渥万円
黒髪５丁目バス停歩６分　ペット可●
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５,０００円　３LDK●
ファーネスト大江東リバーサイド●

東区月出８丁目宅地分譲

1,753　～1,830　　握万
円

万
円

福祉センターグラウンド前バス停歩１分●
地１８０.５３㎡（５４.６１坪）●
～１９０.０３㎡（５７.４８坪）
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
全９区画　販売７区画●

泗水町吉富新築一戸建

1,790　～1,810　　渥万
円

万
円

冨の原バス停歩５分　長期優良住宅●
地１５１.８１㎡～１５２.５９㎡●
建９２.７４㎡（２８.０５坪）販売６区画共通●
Ｈ２９年５月下旬完成予定　３LDK●
木造２階建　モデルルーム見学可●

西区春日４丁目売地
2,856　万円
五反バス停歩４分●
地２６９.７８㎡（８１.６０坪）北西角地●
唖宅地茜一住娃７０％阿２００％●
建築条件無　現況駐車場●
春日小６００ｍ　ＪＲ熊本駅７２０ｍ●

東区東野２丁目売地
3,100　万円
昭和町バス停歩３分●
地３５９.２２㎡（１０８.６６坪）建築条件無●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南面接道により日当良好　現況更地●
秋津小７００ｍ　東野中３２０ｍ●

北区龍田４丁目売家
2,500　万円
たつだニュータウンバス停歩４分●
地２１０.２９㎡（６３.６１坪）●
建１３４.５２㎡（４０.６９坪）Ｈ１１年１０月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ＋納戸・ＷＩＣ●
大和ハウス工業施工●

北区西梶尾町売家
3,880　万円
北部出張所前バス停歩７分●
地３４７.３５㎡（１０５.０７坪）●
建１０４.５８㎡（３１.６３坪）Ｈ２６年５月築●
木造平家建　３ＬＤＫ＋納戸・ＷＩＣ●
オール電化　一条工務店i-cube●

中央区東子飼町売マンション
2,180　万円
子飼橋バス停歩５分　３ＬＤＫ●
挨７２.１７㎡（２１.８３坪）Ｈ１１年６月築●
哀５,４００円愛７,１００円　ＳＲＣ１５階建１３Ｆ●
１３Ｆ・南西向きのため日当・眺望良好●
ペット可（規定有）　コアＭリヴィエール子飼●

中央区八王寺町売貸家
1,700　万円
南熊本駅歩１２分　５ＤＫ●
地１９３.００㎡（５８.３８坪）木造２階建●
建８７.４８㎡（２６.４６坪）Ｓ５１年１０月築●
姶２台（カースペース２台分）●
賃貸中　オーナーチェンジ●

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

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●

熊本県知事（５）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

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）

下硯川２丁目売家
1,880　　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１２３.４１㎡（３７.３３坪）H３年７月築●
西里小校区　フォレステージ硯坂内●

積水ハウス施工　４ＬＤＫ　カーポート付

硯川町売家
480　　渥万円
硯川バス停歩７分●
地１８８.８８㎡（５７.１３坪）木造平屋建●
建８３.０３㎡（２５.１１坪）Ｓ５３年３月築●
集落内開発区域内　４Ｋ●
西里小・北部中校区

八反田２丁目売家
2,250　　渥万

円
八反田入口バス停歩６分●
地１８３.３１㎡（５５.４５坪）木造２階建●
建１１６.７５㎡（３５.３１坪）Ｓ５４年６月築●
オール電化　４ＬＤＫ＋納戸●
姶３台可　利便性良好・日当良好

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　　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
2,000　　渥万

円
羽田バス停歩７分●
地１,１１３㎡（３３６.６８坪）更地●
唖山林茜準住娃６０％阿２００％●
北部東小・北部中校区●
アパート用地適　日当良好　高台

梶尾町売地
670　　渥万円
鶴の原温泉バス停歩２分●
地２１１.７６㎡（６４.０５坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
区画整理地内　整形地　閑静な住宅街●
東南角地　建築条件無　日当良好

改寄町売家
1,580　　渥万円
立石バス停歩２分●
地２,０４９.５７㎡（６１９.９９坪）●
建１０３.７８㎡（３１.３９坪）Ｈ５年１１月築●
木造平屋建　広々敷地　４ＤＫ●
日当良好　川上小校区

四方寄町売地
1,150　　握万円
南原バス停歩５分●
地１８４.２７㎡（５５.７４坪）更地●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
国道３号線・北バイパスアクセス良好●

川上小　分譲地全４区画　建築条件無

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。 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！！

人吉市西間下町貸マンション
月額6.3　万円
永国寺前バス停歩７分●
挨３７.７７㎡（１１.４２坪）姶１台込●
Ｈ１６年１月築　ＲＣ７階建５Ｆ●
１ＬＤＫ　保証金１８.９万円●
買い物便利・コンビニ徒歩１分（８０ｍ）●

売買
南区富合町古閑売地
870　万円

新村バス停歩４分●
地２３０㎡（６９.５７坪）●
唖雑種地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発指定区域●
富合小歩１２分（９６０ｍ）●

緯０９６５（５２）８２８４渥

熊本県知事（１）第４８９２号

エムケー企画

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

賃貸

緯０９６（２４８）７２００
熊本県知事（６）第３３４５号

㈱建山宅建企画

不動産を真剣に
買取します
中古住宅・土地

上記エリアの査定には
自信があります　！

熊本市北区
合志市・菊陽町

西区松尾２丁目売家
1,698　　万円

（
税
込
）

松尾バス停歩４分　姶３台可●
地２３８.４０㎡（７２.１１坪）木造平家建●
建１０４.１４㎡（３１.５０坪）S５６年７月築●
Ｈ２９年２月リフォーム済　４ＬＤＫ●
松尾東小・小島小（４月より）、城西中●

オープンハウス３/４土５日１２：００～１７：００

㈱リアルト・ハーツ熊本支店国土交通大臣（３）第７２３１号
熊本市東区尾ノ上１‐１２‐３‐２０１ [リセットハウス]で検索

緯０９６（２８５）８４２１握
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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

御船町御船売家
900　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　茜近商　御船小●
姶２台　河川管理道路隣接●

御船町木倉売家
1,200　万円
スポーツセンター入口バス停歩２分●
地４５６㎡（１３８坪）古家有●
建９６.５２㎡（２９坪）築年月不詳●
国道４４５号吉無田線交差点近隣●
木倉小迄６００ｍ　役場２００ｍ●

緯０９６（２８２）０２２５渥
熊本県知事（１１）第１５８９号

火の国不動産

水前寺公園売マンション
2,480　万円
水前寺公園電停歩１分　４ＬＤＫ●
挨８０.６２㎡（２４.３８坪）Ｈ２１年２月築●
哀愛１２,５００円　姶４,０００円●
ＲＣ１５階建２Ｆ　南向き　ペット相談●
スカイアークス水前寺公園●

西区田崎１丁目売地
1,630　万円
田崎バス停歩２分●
地１３４.７３㎡（４０.７５坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
高森線沿い　三方道路　近隣公園●
３.３㎡（坪）４０万円●

緯０９６５（４５）５１６１渥
熊本県知事（１）５０７５号

㈱h＆t不動産コンサルタント 緯０９６（３３４）０００７渥
熊本県知事（２）第４７７４号

シアーズホームグループ　㈱サンタ不動産

あさぎり町上南売家
1,190　万円
あさぎり駅車６分（３.６㎞）　４ＬＤＫ●
地７５０.００㎡（２２６.８７坪）木造２階建●
建１０６.７７㎡（３２.２９坪）Ｈ１２年８月築●
オール電化　エコキュート　太陽光付●
姶３台（カーポート付）南側８ｍ公道●

販売会実施
３/４土５日１０：００～１６：００

ご
予
約
願
い
ま
す

健軍１丁目売地
3,353　万円
健軍神社前バス停歩４分●
地２７７.１７㎡（８３.８４坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％●
北西角地　現在更地●

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●

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●

松橋町曲野売アパート
3,680　万円
南田バス停歩４分　姶各戸２台ずつ●
地６８９.６７㎡（２０８.６２坪）木造２階建●
建３１９.７２㎡（９６.７坪）Ｈ８年３月築●
３ＤＫ×６室　利回り１１.３４％可●
Ｈ２９年２月全面リフォーム済●

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●

誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００渥熊本県知事（２）第４５９６号

北区大窪４丁目売家
880　万円

堀川駅歩１７分●
地１９４.３８㎡（５８.７９坪）５Ｋ●
建９９.３１㎡（３０.０４坪）Ｓ５７年８月築●
南向き　日当り良し　姶２台可●
リノベーション向け、解体相談可●

東区月出６丁目売家
2,480　万円
月出小学校入口バス停歩１分●
地２５９.７４㎡（７８.５７坪）７ＤＫ●
建１６１.８３㎡（４８.９５坪）Ｓ５５年８月築●
木造２階建　南東向き●
リノベーション向け、解体相談可●

中央区国府３丁目売地
2,300　万円
新水前寺駅歩９分●
地２５５.００㎡（７７.１３坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
白山小・出水中校区●
建築条件なし●

オープンハウス
３/４土５日１３～１７時

オープンハウス
３/４土５日１３～１７時 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

菊陽町津久礼売家
1,430　万円
宮の上バス停歩４分●
地２５３.００㎡（７６.５３坪）●
建１１１.５３㎡（３３.７３坪）Ｓ５２年３月築●
菊陽中部小６３０ｍ　閑静な住宅街●
南面角地　広々お庭付●

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）●

合志市幾久富売家
3,480　万円
南群バス停歩３分　合志南小・合志中●
地２７４.００㎡（８２.８８坪）木造３階建●
建１６６.９６㎡（５０.５０坪）Ｓ６１年５月築●
木の温もりに包まれる６ＬＤＫ●
落ち着きと開放感に溢れた邸宅●
緯０９６（２３２）８２０８渥㈲コンサル熊本県知事（３）第４２６４号 http://f-consul.com/

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●

壺川２丁目売家
2,930　万円
寺原町バス停歩２分●
地１６６.２８㎡（５０.２９坪）２ＬＤＫ●
建１０３.９２㎡（３１.４３坪）Ｈ２６年５月築●
姶４台可　３ＬＤＫへ変更可●
築浅！　壺川小・京陵中校区●

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●

龍田１丁目売家
1,980　万円
上立田バス停歩９分●
地１４１.００㎡（４２.６５坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建９７.７０㎡（２９.５５坪）Ｈ２８年１１月築●
新築！　全室南向き・照明付・エアコン３台付●
閑静な住宅地　龍田小・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●

本荘町売マンション
1,650　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●

萩原町売マンション
2,080　万円
ガス会社前バス停歩６分●
挨９６.３９㎡（２９.１５坪）４ＬＤＫ●
Ｈ８年９月築　平成パークマンション●
哀愛１６,０００円　姶５,０００～８,０００円　７階建３Ｆ●
東南角部屋！　春竹小・江原中校区●

水源１丁目売地
2,100　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●

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●

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●

健軍１丁目売地
3,040　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●
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