
㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

南高江１丁目売地
1,276　　握万

円
合志町バス停歩２分●
２４１.１９㎡（７２.９５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
城南小１,２００ｍ　城南中１,６００ｍ●
そよかぜ保育園５０ｍ　残り１区画●

植木町有泉売地
375　　握万

円
小野泉水公園バス停歩１２分●
地４９５.８８㎡（１５０坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
山東小（４００ｍ）・五霊中校区●
植木温泉星の湯まで４００m●

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）●

北区大窪４丁目売家
800　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●

中央区九品寺５丁目売ビル
6,800　万円
南熊本駅歩１１分●
地２３９.２３㎡（７２.３６坪）３階建●
建３５４.３２㎡（１０７.１８坪）Ｓ５８年８月築●
現況障碍者専用住宅　全１８室●
居住スペース・賃貸・下宿などにも対応●

誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００渥熊本県知事（２）第４５９６号

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　分筆相談可●
静かな環境　！　建築条件なし●
こころの医療センター約７３０ｍ●

中央区白山３丁目売ビル
6,400　万円
新水前寺駅前電停歩３分●
地１３５.７０㎡（４１.０５坪）５階建●
建４３３.４４㎡（１３１.１１坪）Ｓ５５年８月築●
１Ｋ×１６戸　収納スペース●
室内洗濯機置場　利回り１０.０６％可●

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

松橋町松橋売家
3,690　万円
栄町バス停歩５分●
地２６７.８６㎡（８１.０２坪）●
建１１３.８５㎡（３４.４３坪）Ｈ２８年７月築●
人気の松橋小校区●
パナソニック耐震住宅工法●

緯０９６４（２８）００９５握

熊本県知事（３）第４３０９号

大海建設株式会社緯０９６６（２２）２３１１渥不動産のウラタ㈱熊本県知事（１１）第１６９４号

人吉市願成寺貸家
月額13　万円
願成寺バス停歩７分　姶１０台可●
建５７.９７㎡（１７.５３坪）Ｓ４７年１月築●
木造瓦葺平家建　２ＤＫ　保証金３ヶ月●
東屋有（鉄骨造・多目的空間）●
条件保険加入　暖炉設置可● 土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

H２９年２月内外装リフォーム済
ガーデンテラスレストラン向

店
舗
利
用
可

玉名市天水町小天売家
100　万円

小天温泉バス停歩４分●
地１４５.６８㎡（４４.０６坪）●
建７４.９０㎡（２２.６５坪）Ｓ６３年月不詳築●
ボーリングが必要となります●
地震により修理必要箇所あり●

緯０９６８（８２）２９５０渥

熊本県知事（４）第４２３５号

㈲中村商会

植木町岩野売家
696　万円

植木岩野バス停歩８分　４ＬＤＫ●
地２８９.３２㎡（８７.５１坪）木造２階建●
建１２６.５５㎡（３８.２８坪）Ｓ５７年８月築●
すいかの里道の駅まで５５０ｍ●
ＲＣ造の電動シャッター付車庫姶４台●

緯０９６（３４４）６１１０渥

熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

城南町東阿高売家
1,180　万円
公会堂前バス停歩１０分●
地１９３.２１㎡（５８.４４坪）●
建８０.３２㎡（２４.２９坪）Ｈ６年８月築●
木造２階建　３ＬＤＫ、豊田小校区●
Ｈ２９年３月リフォーム済、オール電化●

緯０９６４（２８）７７６６握

熊本県知事（５）第３７７９号

ふれあいホーム㈱

合志市須屋売家
2,550　万円
三ツ石電停歩１７分●
地５５０.８６㎡（１６６.６３坪）●
建１９２.５４㎡（５８.２４坪）Ｓ６２年２月築●
Ｈ２９年２月内装全面リフォーム済●
６ＬＤＫ　広縁あり　和風庭園●

緯０９６（３５９）６７６７渥

熊本県知事（６）第３３５６号

㈱ビーエス不動産

八代市中片町売家
2,580　万円
新八代駅歩２０分●
地２５３.７４㎡（７６.７６坪）３ＬＤＫ＋納戸●
建１１０.９６㎡（３３.５７坪）Ｈ２１年８月築●
庭付　床暖房　広々カーポート有！！●
太田郷小１,８００m　八代第二中１,７００m●

緯０９６５（３２）３２４２渥㈲進栄商事熊本県知事（１４）第５２０号

オープンハウス３/２５土２６日１３：００～１７：００

八代市中片町４７３‐１ナビ検索

一
条
工
務
店
施
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家

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●

花立５丁目売地
2,330　万円
山立窪バス停歩５分●
地２４７.８８㎡（７４.９８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件なし　更地●
湖東学園東部幼稚園近隣●

緯０９６４（３３）２７５５渥
熊本県知事（９）第２４０１号

西山地所

三角町戸馳売家
1,390　万円
黒崎バス停歩１８分●
地５６０.１８㎡（１６９.４坪）木造２階建●
建１１７㎡（３５.３９坪）Ｈ１３年３月築●
２ＬＤＫ　車庫付　永住も別荘にも適●
家庭菜園可　すぐ釣りできます●

西区上熊本１丁目売マンション
900　万円

県立体育館北口バス停歩１分●
挨７４.５４㎡（２２.５坪）Ｓ５８年８月築●
哀愛１２,０００円　姶近隣有　３ＬＤＫ●
ＳＲＣ１１階建１１Ｆ　最上階　眺望良好●
コープ野村上熊本　交通・買物便良●

緯０９６（３３１）０３６６渥
熊本県知事（３）第４４２３号

㈱ニコニコ不動産

美里町堅志田売地
120　万円

堅志田バス停歩５分●
地１３２.５７㎡（４０.１０坪）●
唖宅地茜区域外、建築可●
上水道無　下水道：合併浄化槽●

中央区八王寺町貸駐車場
月額0.54　万円
食糧事務所前バス停歩４分●
穐２ヶ月　礼金１ヶ月●
全部で３台分の中の１台●
即時利用可●

緯０９６（３２４）２９１０渥
熊本県知事（４）第４１１３号

㈱ホリゾン

南区八幡９丁目売家
1,270　万円
熊農前バス停歩１０分●
地２１３㎡（６４坪）●
建８９㎡（２７坪）●
Ｓ４７年７月築●
修繕渡し●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１０）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６渥
携帯０９０（８７６０）４６３８

南区土河原町売地
1,100　万円
土河原バス停歩１０分●
地３６８㎡（１１１坪）●
唖畑茜一低●
娃４０％阿８０％●
アパート・二世帯住宅向●

西区谷尾崎町売地
715　万円

谷尾崎バス停歩３分●
地１８１㎡（５５坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
分筆整地渡し●
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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　!

中央区大江３丁目売マンション
3,180　万円
大江渡鹿バス停歩１分　２ＬＤＫ●
挨６１.７５㎡（１８.６８坪）Ｈ２８年１月築●
哀愛１２,７３０円姶５,０００円●
１４階建８Ｆ　大江小・白川中校区●
ご来場の際は８０２号室を押して下さい●

㈱アパートナー熊本支店国土交通大臣（４）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F

緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/小林・一野）

南区城南町舞原新築一戸建
2,199　万円
今吉野バス停歩１７分　姶２台可●
地２０２.００㎡（６１.１０坪）木造２階建●
建１０６.１１㎡（３２.１０坪）Ｈ２９年５月完予●
４ＬＤＫ　制震＋耐震のお家　全室南向き●
隈庄小・下益城城南中校区　随時ご案内可●

オープンルーム
３/２５土２６日１１：００～１６：００
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未入居

熊本センター
　　 ０１２０（１５０）１５４渥
http://smtrc.jp

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

中央区鍛冶屋町売マンション

2,980　万円
河原町電停歩５分　４ＬＤＫ●
挨８７.６４㎡（２６.５１坪）Ｈ２６年１月築●
哀６,６００円愛５,２００円　ＲＣ１３階建５Ｆ●
姶５,０００～１５,０００円　オール電化　南西向き●
ペット可（制限有）グランドオーク唐人町通り●

中央区南千反畑町売マンション

3,280　万円
熊本電鉄藤崎宮前駅歩７分　３ＬＤＫ●
挨８２.０２㎡（２４.８１坪）Ｈ２４年２月築●
哀７,９５０円愛６,５６０円　ＲＣ１２階建１２Ｆ●
姶１３,０００～１４,０００円　オール電化　東南角部屋●
アルバガーデングランテージ白川公園●

西区春日１丁目売マンション

4,280　万円
熊本駅歩３分　２LDK●
挨９４.５１㎡（２８.５８坪）Ｈ２４年２月築●
哀２１,８００円愛５,７００円●
ＲＣ・S３６階建２４F　ペット飼育可（制限有）●
ザ・熊本タワー●

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　４LDK●
挨１４７.３５㎡（４４.５７坪）Ｈ２５年９月築●
哀１０,９００円愛８,８００円姶２台分２,４００円●
ＲＣ１５階建１４・１５F　メゾネットタイプ●
グランドパレス熊本●

西区春日１丁目売マンション

1億6,500　万円
熊本駅歩３分　角部屋　２LDK●
挨１８１.０２㎡（５４.７５坪）Ｈ２４年２月築●
哀４１,７００円愛１０,９００円●
ＲＣ・S３６階建３５F　最上階につき眺望良好●
ザ・熊本タワー●

小川町江頭売工場

2億円
ＪＲ小川駅歩８分　三方道路●
地７,９７８.６８㎡（２,４１３.５５坪）●
建１,８６９.０１㎡（５６５.３７坪）●
鉄骨造２階建　Ｈ４年３月築●
イオンモール宇城９６０ｍ●

中央区大江３丁目売マンション

3,880　万円
九品寺交差点電停歩９分　３LDK●
挨９０.１１㎡（２７.２５坪）Ｈ２７年７月築●
哀３,７００円愛５,３００円●
ＲＣ１１階建１１F　最上階　南向き●
ペット飼育可（制限有）　MJR大江●

八代市本町１丁目売地

9,000　万円
宮の町バス停歩２分●
地１,３８９.５５㎡（４２０.３３坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％・４１４％●
現況駐車場　建築条件無●
八代市役所３２０m●

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台可（カースペース２台）●
だいこくさん湖東店１００ｍ●

北区龍田４丁目売家

2,500　万円
たつだニュータウン前バス停歩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●

北区植木町平井売家

2,900　万円
吉松小学校前バス停歩３１分　宝の湯３３０m●
地１,１９６.７９㎡（３６２.０２坪）６LDK●
建１９６.６８㎡（５９.４９坪）Ｈ４年１１月築●
三方道路のため日当良好●
姶５台可（カースペース５台）●

東区花立６丁目売家

2,980　万円
佐土原バス停歩５分　６ＬＤＫ●
地２２７.９２㎡（６８.９４坪）木造２階建●
建１７９.０８㎡（５４.１７坪）Ｈ６年６月築●
セキスイハイム施工のツーユーホーム●
姶２台可（カーポート２台）●

宇土市古保里町売貸家

4,420　万円
花園岡崎商店前バス停歩１分●
地４１３.０９㎡（１２４.９５坪）●
建７２.１２㎡（２１.８１坪）Ｈ２３年１月築●
３ＬＤＫ　木造２階建　全４棟●
賃貸中　オーナーチェンジ●

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●

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●

東区湖東３丁目売地

3,480　万円
上の門バス停歩２分●
地４０１.１７㎡（１２１.３５坪）●
唖宅地茜一低娃３０％阿８０％●
古家有　建築条件無　整形地●
動植物園西門３８０m●

西区春日１丁目売地

4,000　万円
祗園橋電停歩２分●
地１９５.２６㎡（５９.０６坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
現況駐車場　建築条件無●
ＪＲ熊本駅４８０m●

中央区・東区の売却物件募集中！！
無料査定実施中！！

土地 収益戸建 マンション

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
龍田２丁目売家

2,980　万円
三の宮バス停歩９分●
地２７２.６１㎡（８２.４６坪）木造平家建●
建１９４.６５㎡（５８.８８坪）Ｈ６年１月築●
広々とした造りの４ＬＤＫ　バリアフリー住宅　！●
駐車３台可能　！　大容量の屋根裏収納付　！●
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　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

中央区新町４丁目賃貸マンション

月額20　万円
明八橋バス停歩２分　SRC１４階建１２F●
挨１２４.４６㎡（３７.６４坪）　シティライフ新町Ⅱ●
５ＬＤＫ　Ｈ１４年６月築　ルーフバルコニー●
即入居可　角部屋　穐４ヶ月　姶１台込●
駐輪場１台２００円（初回のみ）交通の便良し●

中央区水前寺３丁目賃貸マンション

月額15　万円
水前寺駅歩１分　SRC１４階建て９F●
挨８７.４８㎡（２６.４６坪）　シティライフ水前寺駅前南●
４ＬＤＫ　Ｈ１８年９月築　葵込●
穐２ヶ月　姶１台込　礼金１ヶ月●
４月初旬入居可　ペット相談可　出水小・中校区●

中央区国府３丁目賃貸マンション

月額14　万円
新水前寺駅歩１分　SRC１２階建１０F●
挨８３.４６㎡（２５.２４坪）　シティライフ新水前寺駅前●
３ＬＤＫ　Ｈ１６年３月築　対面キッチン●
６月初旬入居可　穐４ヶ月　葵込　姶１台込●
角部屋　ルーフバルコニー　白山小・出水中校区●

東区西原１丁目賃貸マンション

月額11　万円
西原バス停歩３分　SRC１０階建４F●
挨９６.７４㎡（２９.２６坪）　シティライフ西原●
４ＬＤＫ　Ｈ１４年１１月築　対面キッチン●
４月中旬入居可　穐４ヶ月　姶２台込　葵込●
角部屋　中心部へのアクセス良し　西原小・中校区●

誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００渥熊本県知事（２）第４５９６号

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 http://f-consul.com/
緯０９６（２３２）８２０８渥

菊陽町津久礼売地
1,430　万円
宮の上バス停歩４分●
地２５３.００㎡（７６.５３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
菊陽中部小６３０ｍ　閑静な住宅街●
南面角地　古家付●

山鹿市山鹿売店舗
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
2,850　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（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

黒髪７丁目売地
600　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●

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●

榎町売地
1,050　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●

九品寺５丁目売寮
6,800　万円
九品寺５丁目バス停歩２分●
地２３９.２３㎡（７２.３６坪）●
建３５４.３２㎡（１０７.１８坪）●
ＲＣ３階建　Ｓ５８年８月築●
１６部屋他食堂等●

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


