
中央区出水８丁目売地
2,520　万円
画図町バス停歩６分●
地２７８.１８㎡（８４.１４坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
閑静な住宅街　ゆめタウン浜線３００ｍ●
出水南小・出水南中校区●

東区秋津１丁目売地
1,250　万円
中無田バス停歩４分●
地２０８.００㎡（６２.９２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
環境良し　高さ制限有●
秋津小・東野中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（６）第３４００号

東区若葉６丁目売地
790　万円

南町バス停歩５分●
地１００.５３㎡（３０.４１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
健軍商店街近く、閑静な住宅地、●
若葉小、東野中校区●

東区健軍本町売地
1,691.5　万円
自衛隊前バス停歩２分●
地１７４.７５㎡（５２.８６坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
交通に便利　建物解体後渡し●
健軍小・湖東/錦ヶ丘中校区●

不動産全般

探しています。
査定無料　秘密厳守

買取も致します
業者様歓迎!!
法定手数料をお支払します

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　◎月出小、西原中・錦ヶ丘中校区◎　

〒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

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♪

価格３.３㎡（坪）土地面積区画

１,８３０万円３３５,０００円１８０.５３㎡
（５４.６１坪）№５

１,７７７万円３１０,０００円１８９.５０㎡
（５７.３２坪）№６

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　！

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●

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●

東区桜木２丁目売地

9,187　　渥万
円

沼山津神社前バス停歩１分●
地６７４.９㎡（２０４.１５坪）更地●
唖宅地茜近商　南西角地●
娃９０％（角地緩和）阿３００％●
西側約１２ｍ市道・南側約２２ｍ県道●

道路幅員現況
４m→５m拡幅致します

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４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●

《建築条件無》
お好きなハウスメーカー
をお選び頂けます

東区長嶺東５丁目売家

1,370　　渥万
円

託麻総合出張所前バス停歩５分●
地１８２.０３㎡（５５.０６坪）木造２階建●
建１００.１７㎡（３０.３０坪）Ｈ２年６月築●
４ＬＤＫ　託麻南小・長嶺中●
西側約４ｍ道路に間口約１１.０２ｍ接面●

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●

川尻小・城南中校区

南区富合町清藤売家

2,640　　渥万
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●

即入居可　ソーラーパネル

築浅

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●

太陽光発電システム　
オール電化住宅 東区佐土原３丁目売地

1,300　　渥万
円

佐土原バス停歩７分　角地●
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●

合志市栄売家
1,200　万円
栄温泉団地バス停歩２分●
地２９４.５３㎡（８９.０９坪）●
建１８８.８４㎡（５７.１２坪）Ｈ６年７月築●
木造２階建　５ＬＤＫ＋納戸●
東南角地　要リフォーム●

龍田陳内３丁目売地
1,400　万円
龍田陳内バス停歩３分●
地４２４㎡（１２８.２６坪）●
唖雑種地・田茜一住●
娃６０％阿２００％●
更地　南側道路●

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●

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●

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
1,580　　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

大窪３丁目売地
880　　渥万

円
五戸窪バス停歩６分●
地２０４.３９㎡（６１.８２坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　南面道路　平坦地●
高平台小・京陵中校区

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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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

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

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

改寄町売地
480　　渥万円
植木一丁目バス停歩１２分●
地３５１.００㎡（１０６.１７坪）更地●
唖畑茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　日当良好●

建築条件無　川上小・北部中校区

池田２丁目売地
780　　渥万円
池田三丁目バス停歩２分●
地１５７㎡（４７.４９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　北側４ｍ道路　現状渡し●

建築条件無　池田小・京陵中校区

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区新外２丁目売家
1,950　万円
新外バス停歩２分●
地１７９.１０㎡（５４.１７坪）専用庭付●
建１１８.４１㎡（３５.８１坪）Ｈ３年１月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ＋ＷＣＬ●
南向き　２面採光　トイレ２ヶ所●

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●

中央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●

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　熊本県知事（７）第３２２７号

北区八景水谷１丁目売アパート
3,850　万円
電鉄堀川駅、バス停歩５分●
地３５８.７９㎡（１０８.５３坪）現在満室●
建２７６.６４㎡（８３.６８坪）Ｈ２年５月築●
軽量鉄骨造２階建　１Ｋ＋ロフト×１４戸●
現在年収４７３万円　利回り１２.２８％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
益城町古閑売地
880　万円

東稜高校入口バス停歩７分●
地２０８.８１㎡（６３坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
建築条件なし●

緯０９６（３８５）３７００渥

熊本県知事（７）第３１３９号

㈲東成

北区武蔵ヶ丘５丁目売地
2,450　万円
武蔵小学校前バス停歩２分●
地２７４.１３㎡（８２.９２坪）建物有●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北西５.９ｍ公道　武蔵小・武蔵中校区●
ムサシプラザまで歩２分（１６０ｍ）●

緯０９６（３６６）８７７１渥

熊本県知事（１）第５１２５号

熊本総合不動産㈱ 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

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5.5　万円
北泉田バス停歩１分　１K●
挨２６.６８㎡（８.０７坪）Ｈ１６年９月築●
ＲＣ７階建７Ｆ　保証金１６.５万円●
オートロック　日当り良好●
駐車場１台　要家財保険加入●

熊本県知事（２）第４８１３号

㈱エストライフ不動産
緯０９６（２０２）４６２０渥
［estlife-f］で検索

健軍本町貸店舗
月額14　万円
健軍神社入口バス停歩３分●
建４６.７５㎡（１４.１４坪）姶３台可●
Ｓ５４年９月築　鉄骨造平家建●
穐３ヶ月　礼金１ヶ月　詳細相談可●
喫茶店居抜き物件●

健軍本町貸家
月額16　万円
健軍神社入口バス停歩３分●
建１６９.３６㎡（５１.２３坪）姶２台可●
Ｓ５４年９月築　木造２階建●
穐３ヶ月　礼金１ヶ月　５ＬＤＫ●
解体業者様の宿舎として適●

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

大牟田市手鎌売地
500　万円

手鎌バス停歩１分●
地３３９.５９㎡（１０２.７２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）４.８６万円　全２区画●
建築条件無　手鎌小・甘木中●

南区御幸木部３丁目売地
630　万円

御幸木部バス停歩６分●
地２６０.５３㎡（７８.８１坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地区　角地●
３.３㎡（坪）８万円　御幸小・託麻中●

㈱エステートジャパン 緯０９６（３８４）５４００渥熊本県知事（１０）第１９８０号

南区城南町宮地売地
450　万円

宮の下バス停歩４分●
地１１９.９５㎡（３６.２８坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
東側公道　建築条件無　建物解体渡し●
隈庄小・下益城城南中●

御船町豊秋新築一戸建
2,180　万円
陣バス停歩１０分●
地２２５.０３㎡（６８.０７坪）木造平屋建●
建９３.１６㎡（２８.１８坪）Ｈ２９年４月完予●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　オール電化　姶２台●
南向き　日当良好●

緯０９６（２０２）４６２０渥
[estlife-f]で検索

熊本県知事（２）第４８１３号

㈱エストライフ不動産

御船フォレストタウンなみきが丘

人
気
の
平
屋
建

山鹿市小原売家
1,450　万円
小原バス停歩８分　２LDK●
地１,３３７.８３㎡（４０４.６９坪）P３台●
建７８.９５㎡（２３.８８坪）S５７年４月築●
木造２階建　家庭菜園可　日当良好●
H２３年５月内外装全面リフォーム済●

高森町色見売地
99　万円

高森駅４㎞●
地３１６.００㎡（９５.５８坪）●
唖山林茜無指定　建築可●
更地　３.３㎡（坪）１.０４万円●
東側３m道路　平坦地●

山都町下市売地
587　万円

浜町中央バス停歩２分●
地２９２.５７㎡（８８.５０坪）実測●
唖宅地茜区域外　建築可●
更地　３.３㎡（坪）６.６４万円●
北西３m道路　平坦地●

（同）フルライフプランニング熊本県知事（２）第４５６３号 緯０９６（３８５）３６０６渥
HP：fulllifeplanning.jp

益城町広崎売家
2,150　　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●

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

オープンハウス３/１１土１２日１２：００～１７：００
ダ
イ
ワ
ハ
ウ
ス
施
工

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　!

黒髪７丁目売地
600　　渥万

円
つつじヶ丘バス停歩４分●
地５２２.７６㎡（１５８.１３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北側約４.２ｍ　更地●
黒髪小・桜山中校区●

荒尾市牛水売家
350　　渥万

円
北原バス停歩１分●
地１９７.４７㎡（５９.７３坪）木造平屋建●
建４８.７１㎡（１４.７３坪）Ｓ３８年９月築●
南西角地　南荒尾駅歩１４分●
物置付　清里小・海陽中校区●

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●

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

榎町売地
1,050　　渥万

円
榎団地西口バス停歩７分●
地１７５.５９㎡（５３.１１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
南側約３.９ｍ道　更地渡し●
東町小・東町中校区●

菊陽町原水新築一戸建
1,880　万円
ひばりが丘バス停歩９分●
地１２９.０７㎡（３９.０４坪）木造２階建●
建１０２.０６㎡（３０.８７坪）Ｈ２９年１月築●
４ＬＤＫ＋納戸　姶２台　制震構造●
菊陽北小・菊陽中校区●

菊陽町久保田売家
2,500　万円
役場前バス停歩２分●
地３０１.５２㎡（９１.２０坪）木造２階建●
建１９３.０９㎡（５８.４０坪）Ｈ７年５月築●
６ＬＤＫ　２世帯同居の家　姶４台可●
菊陽中部小・菊陽中校区●

菊陽町津久礼売地
1,980　万円
楠５丁目バス停歩６分●
地３６４㎡（１１０.１１坪）更地●
唖雑種地茜一中娃６０％阿１５０％●
西側６.９m公道　武蔵ヶ丘小・中●
楠中央通り３５０ｍ　買物・交通至便●

㈲コンサル熊本県知事（３）第４２６４号 緯０９６（２３２）８２０８渥
http://f-consul.com/

東区京塚本町Ａ売地
1,260　　握万円
京塚バス停歩３分●
地１３９.７４㎡（４２.２７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
尾ノ上小５４０m（歩７分）●
都市ガス、電気、上水道、下水道●

東区京塚本町Ｂ売地
1,960　　握万

円
東京塚バス停歩３分●
地２０２.４１㎡（６１.２２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
尾ノ上小２９０m（歩４分）●
都市ガス、電気、上水道、下水道、側溝●

ファミリーステージ㈱ 緯０９６（２８５）８０９１熊本県知事（２）第４８１２号

中央区上通町売マンション
2,250　　渥万

円
白川公園バス停歩３分●
挨６０.６３㎡（１８.３４坪）１ＬＤＫ●
Ｈ１年８月築　H２６年１２月リノベーション済●
哀愛１７,５１０円　１０階建７Ｆ●
鶴屋百貨店４００m（歩５分）●


