
阿蘇市竹原売店舗
1,230　万円
ＪＲ豊肥本線いこいの村駅歩８分●
地３５４.３７㎡（１０７.３坪）ＲＣ２階建●
建３９８.５２㎡（１２０.５５坪）Ｓ５３年９月築●
トイレ２ヶ所（男女別）　収納スペース●
エアコン２台以上　角地●

阿蘇市竹原売家
2,580　万円
ＪＲ豊肥本線いこいの村駅歩８分●
地１,８１３.３８㎡（５４８.５５坪）９ＬＤＫ●
建４３３.５８㎡（１３１.１６坪）Ｈ１１年８月築●
南向き　二世帯向き●
福祉施設向き●

南阿蘇村下野売店舗
1,450　万円
JR豊肥線赤水駅歩９分●
地１,１６９㎡（３５３.６２坪）●
建１０２.５０㎡（３１.００坪）S６１年１０月築●
現況空家　鉄骨板葺平家建●
国道５７号線沿い　GS向き●

松橋町両仲間売地
1,200　万円
熊本南病院入口バス停歩７分●
地６６３.３４㎡（２００.６６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
古家有　平坦地　環境良し●
豊福小・松橋中校区●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（５）第３８９１号

水前寺４丁目売地
2,480　万円
東水前寺バス停歩３分●
地１９０.３１㎡（５７.５６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南西角地につき日当り良好！●
ドラッグイレブン３５０ｍ　帯山西小・帯山中校区●

合志市須屋売家
2,300　万円
黒石原石油横バス停歩５分●
地３８３.００㎡（１１５.８５坪）５ＤＫ●
建１２１.７４㎡（３６.８２坪）Ｓ５６年８月築●
姶１台可　スーパーキッド約３６０ｍ●
ハローデイ約６２０ｍ　西合志南小・中校区●

上水前寺２丁目売地
1,540　万円
京塚バス停歩２分●
地１４５.９５㎡（４４.１４坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
県道戸島熊本線沿い　京塚バス停９０ｍ●
帯山小・中校区●

大窪３丁目売地
1,612　万円
化血研バス停歩８分●
地３５５.３５㎡（１０７.４９坪）●
唖宅地茜準工/一中娃６０％阿１５０％/２００％●
東南角地　日当り良し　！●
広 １々０７坪　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

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●

八景水谷３丁目売家
790　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●

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●

明和不動産　検索

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

南区島町４丁目売家
3,100　万円
荒尾町バス停歩４分　姶３台可●
地２４９.１２㎡（７５.３５坪）木造２階建●
建１１５.９３㎡（３５.０６坪）Ｈ１３年３月築●
３ＬＤＫ＋書斎・納戸　ＪＲ西熊本駅歩７分●
Ｈ２８年１２月水回り新品　新耐震基準住宅●

緯０９６（２７３）７７７６渥

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

北区池田３丁目売地
1,089　万円
長迫団地バス停歩７分●
地２２６.８９㎡（６８.６３坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　角地　高台●
堀車庫　高平台小・京陵中校区●

南区鳶町２丁目売地
1,298　万円
鳶町バス停歩２分●
地２０８.２６㎡（６２.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
古家付　現状渡し　要セットバック●
建築条件無　力合西小・力合中●

緯０９６（３２６）６２８８渥
熊本県知事（２）第４８５０号

㈱だんだんホーム

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●

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●

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　
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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　!

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。

東区沼山津１丁目売地
1,200　万円
秋津小楠記念館前バス停歩５分●
地２１５.７５㎡（６５.２６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
陽当り良好●
秋津小・東野中校区●

東区湖東１丁目売地
2,500　万円
神水・市民病院前電停歩２分●
地３２４.３３㎡（９８.１０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅地●
砂取小・健軍小・出水中・湖東中校区●

緯０９６（３６９）１１１６渥
熊本県知事（９）第２４３９号

㈲吉川ホーム

北区鶴羽田３丁目売家
1,480　万円
上須屋バス停歩４分●
地１６９.１２㎡（５１.１５坪）日当良好●
建７５.２４㎡（２２.７６坪）即入居可●
４ＤＫ・庭あり・Ｓ５１年９月築●
H２９年２月内外装リフォーム済●

株式会社　山口ハウジング熊本県知事（１１）第１４２０号

オープンハウス２/２５土２６日

鶴羽田３丁目１５‐６２ナビ

耐震検査合格・白蟻工事済

緯０９６（３６８）５４５０握
お気軽にお問合せ下さい

上須屋郵便局まで１２０m

ハウスギャラリー㈲熊本県知事（１２）第９８０号

楡木２丁目売家
1,798　万円
北高入口バス停歩３分　姶３台●
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●

岩
倉
交
差
点

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

オープンハウス
３/１８土１９日１２：００～１８：００

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

月出４丁目売マンション
1,080　万円
県立大通りバス停歩２分●
挨７５.１３㎡　Ｈ５年２月築●
哀愛１４,６００円　１１階建２Ｆ●
南向きの広 リ々ビング　!●
収納充実　!　開放感のあるお部屋です●

健軍３丁目売マンション
1,770　万円
運輸局前バス停歩３分●
挨７５.９６㎡　Ｈ１５年３月築●
哀愛１１,９００円　７階建２Ｆ●
交通・買物便良好な周辺環境　！●
床暖房設備等付の使い勝手の良い間取●

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

オープンハウス
３/２０月午後１時～午後５時

サ
ン
ロ
ー
ド
県
立
大
通
り

オープンハウス
３/２０月午後１時～午後５時本山３丁目売マンション

1,930　万円
本山営業所バス停歩２分●
挨７２.００㎡　Ｈ２０年４月築●
哀愛１３,３００円　１５階建９Ｆ●
南向きで日当良好！ルーフバルコニー付！●
収納充実！リビング２０帖以上！ペット可！●

本山３丁目売マンション
2,260　万円
本山営業所バス停歩２分●
挨８６.５４㎡　Ｈ２０年４月築●
哀愛１６,０００円　１５階建８Ｆ●
角部屋で南向きの明るいお部屋です！●
浴室窓付！広 リ々ビングのペット可！●
錆０１２０（４９５）３３３渥
〔すがコーポレーション〕で検索

国土交通大臣（１）第００９０３３号

イエステーション熊本中央南店 緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（１）第４９８２号

水前寺１丁目売マンション
3,980　万円
水前寺駅通バス停歩３分　姶有●
挨９８.３８㎡（２９.７５坪）Ｈ１９年９月築●
哀愛２１,４５０円　ＲＣ１５階建１１Ｆ●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　南西角部屋　ＬＤＫ広 ２々２.３帖●
日当・眺望良好　Ｄ’クラディア水前寺レイガ●

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●

オープンルーム
３/１９日１１：００～１６：００

ゆ
め
マ
ー
ト

緯０９６（３３８）５９３６渥シミズ不動産

龍田７丁目売地
860　万円

二里木バス停歩３分●
地２１７.０７㎡（６５.６６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件付　A号地●
龍田小７２０ｍ・龍田中９６０ｍ●

熊本県知事（１１）第１６９５号

龍田弓削１丁目売地
1,350　万円
龍田出張所入口バス停歩４分●
地４２７.５４㎡（１２９.３３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体渡し　北側４m公道●
龍田小・龍田中校区●

清水新地３丁目売地
2,227　万円
北門バス停歩２分　城北小・清水中●
地４４６㎡（１３４.９２坪）東南角地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建条付・店舗、事務所用地適●
グリーンコープ３５０ｍ・セブンイレブン８０ｍ●

御船町御船売家
1,492　万円
下辺田見バス停歩９分●
地２９８.２６㎡（９０.２２坪）６ＬＤＫ●
建１３４.９７㎡（４０.８２坪）Ｈ５年３月築●
木造瓦２階建　御船小・御船中校区●
駐車場４台　小屋（２４.３６㎡）あり●

緯０９６（３７５）０５５５渥㈱中央住建不動産国土交通大臣（１）第８９１５号

南区富合町廻江売家
2,340　万円
廻江バス停歩３分●
地１６０.４４㎡（４８.５３坪）３ＬＤＫ＋納戸●
建９３.５６㎡（２８.３０坪）●
Ｈ２６年９月築　姶２台可　富合小・中校区●
木造２階建　吹き抜け　オール電化●

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●

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●

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●

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●

Ｈ２９年１月内外装リフォーム済

水廻り新品　西須屋団地内

東区上南部２丁目売家
2,080　万円
王田バス停歩４分●
地２１８.１１㎡（６５.９７坪）４ＬＤＫ●
建１２４.９２㎡（３７.７９坪）Ｈ１４年２月築●
サンルーム・電動車庫●
東部中まで約３５０ｍ●

純和風の家　腰壁・掘りごたつ

株式会社　Investment（インベストメント）熊本県知事（２）第４６８７号 緯０９６（２８８）９９３４渥
〔インベストメント熊本〕で検索

H２８年６月内外装全面リフォーム済
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床暖房八代市中片町売家

2,680　➡2,580　万
円

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●
ＩＨ・ウッドデッキ付　太田郷小・第二中●

H２８年６月旧価格 H２９年２月新価格

賃貸
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　P４台可●
地２８１.０４㎡（８５.０１坪）４LDK＋書斎●
建１１３.９７㎡（３４.４７坪）Ｈ２２年１月築●
軽量鉄骨造２階建　オール電化●
セキスイハイムさん施工の家●

緯０９６（３４０）１６１６渥

熊本県知事（５）第３７０８号

㈲フォーレスト開発

中央区練兵町売マンション
1,080　万円
西辛島町電停歩２分●
挨５４.０７㎡（１６.３坪）●
Ｓ５５年１１月築　ハイムサンシャインＡ●
哀愛１３,７３５円　１５階建１０Ｆ●
Ｈ２８年９月リフォーム済●

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

島崎２丁目売マンション
1,320　万円
日向崎バス停歩３分●
挨７１.３５㎡（２１.５８坪）Ｈ１０年９月築●
哀愛１６,５９０円　姶７,０００円●
ＲＣ１０階建６Ｆ　ヴェルビュ島崎●
３ＬＤＫ　城西小・西山中校区　●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥

熊本県知事（７）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ 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

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7.3　万円
中青井バス停歩３分●
挨５９.５８㎡（１８.０２坪）姶込●
Ｈ１７年３月築　ＲＣ１０階建４Ｆ●
２ＬＤＫ　保証金２１.９万円●
要家財保険加入●

事業用
水俣市白浜町売一棟アパート

980　万円
中外平バス停歩１分●
地２２３.１０㎡（６７.４８坪）●
建１５９.８５㎡（４８.３５坪）Ｈ３年４月築●
鉄骨造瓦葺２階建　２Ｋ×３戸　１ＬＤＫ×１戸●
満室時年収１５４.７万円可（利回り１５.７９％可）●

緯０９６４（２７）４３１１渥
熊本県知事（３）第４４２４号

㈲アジアンアセット・インベストメント

売買
緯０９６（２８８）３８５０渥

熊本県知事（２）第４８３９号

株式会社　エトウ

龍田３丁目売地
1,370　万円
迫屋敷バス停歩１５分●
地５６９.４４㎡（１７２.２５坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
自然豊かな竜田の森に広々土地●
隣地は静かな佇まいの公園●

荒尾市金山売地
4,400　万円
一里木バス停歩１分●
地１,４５５.７１㎡（４４０坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建物有　現況渡し　三方道路●
国道２０８号沿い　店舗・事務所向●

緯０９６（３８５）７７５８渥
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㈲クリエイト


