
南区八分字町池ノ端売地
2,095　　渥万円
八分字バス停歩９分●
地４０４.３４㎡（１２２.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校徒歩１０分（８００ｍ）●
飽田中学校徒歩８分（６４０ｍ）●

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）●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

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％●
更地渡し　整形地の敷地１００坪●
買物便利　白川小・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 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●

川端町売家
2,100　万円
祇園橋電停歩１分●
地１０３.９５㎡（３１.４４坪）５ＤＫ●
建１３５.９５㎡（４１.１２坪）Ｈ７年５月築●
電停目の前　！　利便性良好●
事務所等にも適　五福小・藤園中校区●

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●

合志市須屋売地
2,150　万円
黒石原石油横バス停歩５分●
地３８３.００㎡（１１５.８５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体相談可　スーパーキッド約３６０ｍ●
ハローデイ約６２０ｍ　西合志南小・中校区●

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　検索

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

合志市須屋売家
1,298　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３月内外装リフォーム済●
P２台以上　南向き日当り良好●

北区徳王１丁目売マンション
950　万円

清水団地入口バス停歩２分　３LDK●
挨６７.０５㎡（２０.２８坪）Ｈ４年３月築●
哀愛２０,２３０円　ＳＲＣ１０階建６Ｆ●
Ｈ２９年２月内装リフォーム済●
前面棟無し南向きで日当・眺望良●

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

小・中学校歩１０分圏内
（８００m）と交通便良
三
ツ
石
駅
歩
４
分

富合町古閑売地
980　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●

新大江３丁目売地
1億円

南平バス停歩１分●
地１,０９６.９１㎡（３３１.８１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
古家有　２方道路●
託麻原小・帯山中校区●

保田窪４丁目売地
4,200　万円
鉄工団地前バス停歩７分●
地５５８.７９㎡（１６９.０３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体更地渡し●
南東４ｍ公道　西原小・西原中校区●

花立２丁目売医院付住居

5,498.4　万円
桜木小学校西バス停歩２分●
地６０５.９０㎡（１８３.２８坪）P有●
建７６８.１５㎡（２３２.３６坪）S５１年６月築●
西側１６ｍ公道・東側６ｍ公道●
RC４階建　桜木小・桜木中校区●

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
http://www.best-green.jp
緯０９６（３６４）５０１０渥

花立２丁目売家
1,854　万円
桜木小学校西バス停歩４分●
地２０１.５９㎡（６０.９８坪）木造２階建●
建１３６.０４㎡（４１.１５坪）Ｈ１年１月築●
南側約６ｍ公道　姶１台●
桜木小・桜木中校区●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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♪ 中央区保田窪２丁目新築一戸建
3,360　万円
保田窪二丁目バス停歩３分　姶２台可●
地１３７.７８㎡（４１.６７坪）木造２階建●
建１０２.００㎡（３０.８５坪）Ｈ２９年１月築●
４ＬＤＫ　オール電化　エアコン２台●
帯山西小校区　仲介手数料不要●

緯０９６（２８８）７５４７ 
握　　０７０（５５３５）９５４７　㈱新星不動産熊本県知事（１）第５００４号
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オープンハウス４/８土９日１１：００～１７：００

２F/洋×３、バルコニー、収納

中央区帯山４丁目貸アパート
各月額2.9　万円
帯山小学校前バス停歩４分●
挨２２.６㎡（６.８３坪）１０室共通●
Ｓ５９年３月築　穐・礼金各１ヶ月●
木造２階建１・２Ｆ　１K　姶５,０００円●
葵込　H２８年１１月リフォーム済●

緯０９６（３６６）０１００渥

熊本県知事（８）第２５３９号

IR開発

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

熊本県知事（６）第３５０５号

㈲クリエイト

水前寺公園売マンション
2,200　万円
市立体育館前電停歩２分●
挨９２.７０㎡（２８.０４坪）南向●
Ｈ１０年７月築　１４階建４Ｆ●
哀愛１３,４３０円　姶６,０００円●
４ＬＤＫ　砂取小・出水中校区●

緯０９６（３８４）２０５７渥

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産 緯０９６（３８３）３６６３渥
熊本県知事（１）第５００７号

株式会社ハウス

西梶尾町売家
1,480　万円
北部総合出張所前バス停歩１２分●
地１８４.５０㎡（５５.８１坪）●
建１３１.６５㎡（３９.８２坪）姶３台●
木造２階建　Ｈ９年１１月築●
４ＬＤＫ＋書斎・納戸・ＷＣＬ●

H２８年１２月内装リフォーム済 長嶺南５丁目新築一戸建
2,780　万円
長嶺小学校入口バス停歩２分●
地１４３.２２㎡（４３.３２坪）オール電化●
建９３.５０㎡（２８.２８坪）Ｈ２９年３月築●
照明・カーテン・エアコン込　P３台可●
省令準耐火構造　３ＬＤＫ＋３畳和室●

緯０９６（２８８）９３１１握
熊本県知事（１）第５１４９号

㈱イースト不動産

オープンハウス
４/８土９日１１：００～１７：００

角
地

天草市五和町御領売家
1,800　万円
御領中央バス停歩２分●
地２８２.００㎡（８５.３０坪）木造平家建●
建１２２.７４㎡（３７.１２坪）Ｈ２３年５月築●
３ＬＤＫ＋広縁・サンルーム●
姶４台可　カーポート付●

緯０９６（３８１）３２０５渥エヌケイ企画熊本県知事（３）第４３２５号

オール電化　バリアフリー住宅

全室エアコン・家具・家電製品付

東区健軍１丁目売家
5,200　万円
東部出張所バス停歩３分●
地２４３.５７㎡（７３.６８坪）軽量鉄骨造２階建●
建１３３.８１㎡（４０.４７坪）Ｈ２６年１１月築●
ダイワハウスＸＥＶＯΣ　Ｗ発電＋床暖房●
４LDK　パウダールーム＋書斎付●

ハウスギャラリー㈲熊本県知事（１２）第９８０号

東区長嶺南３丁目売マンション
2,050　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　姶無料●
ＩＨシステムキッチン　D’クラディア長嶺南●
即入居可　託麻南小・長嶺中校区●

北区楡木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３月全面リフォーム済●

岩
倉
交
差
点

オープンハウス
４/８土９日１２：００～１７：００

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

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　南東角部屋　日当良好●
挨８１.４８㎡　Ｈ３年３月築　３ＬＤＫ●
哀愛姶１５,８４０円　ＲＣ８階建５Ｆ●
水回り新品交換　クロス・床張替●
オール電化　近隣商業施設多数有●

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●

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●

エイブルネットワーク熊本本店　熊本地所㈱熊本県知事（７）第３２２７号 錆０１２０（３４５）７８７
渥緯０９６（３２７）９７７５　

東区八反田２丁目売地
1,815　万円
託麻団地入口バス停歩５分●
地２８５.７㎡（８６.４２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
託麻西小・西原中校区●
北側４ｍ公道沿　建築条件無●

東区山ノ内３丁目売地
2,511　万円
山ノ神バス停歩３分●
地３７７.３２㎡（１１４.１３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
山ノ内小・錦ヶ丘中校区●
高台　建築条件無●

東区月出３丁目売地
2,820　万円
身障者福祉センター前バス停歩３分●
地３００.７５㎡（９０.９７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
月出小・西原中校区●
南道路　建築条件無●

緯０９６（３８３）２２２８渥㈲上田不動産熊本県知事（７）第２９２９号

八代市中片町売家
2,480　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●
陶器瓦・ウッドデッキ・床暖房●
オールペアサッシ　太田郷小・第二中●

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 八代市中片町４７３‐１ナビ検索

南西角地・ソーラー オープンハウス
４/８土９日１０：００～１７：００ 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

松橋町きらら３丁目売事務所付住居

2,980　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●

熊本総合不動産㈱ 緯０９６（３６６）８７７１渥熊本県知事（１）第５１２５号

菊池市隈府新築一戸建
2,199　万円
菊池女子高前バス停歩３分●
地２１１.５３㎡（６３.９８坪）木造２階建●
建１０５.３０㎡（３１.８５坪）Ｈ２９年６月完予●
４ＬＤＫ＋納戸　フラット３５対象●
ＳＡＦＥ３６５の制震の家　姶３台●

中央区神水本町売マンション
2,380　万円
商業高校前電停歩２分●
挨７５.００㎡（２２.６８坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１７年２月築　フェスティオ神水苑●
哀愛姶２４,２００円　ＳＲＣ１３階建５Ｆ●
逢１５.３７㎡　砂取小・出水中校区●

南
西
角
部
屋
☆
ペ
ッ
ト
可

砂
取
小
約
　
ｍ（
歩
１
分
）

２３

※イメージパー※イメージパースス宇城市松橋町きらら３‐３‐７ナビ 菊池市隈府１０６６‐７付近ナビ

オープンハウス４/８土９日１０：００～１８：００ オープンハウス４/８土９日１０：００～１８：００

花立６丁目売家
2,980　万円
北花立県畜産会館前バス停歩５分●
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６ＬＤＫ！●
駐車２台可能でカーポート付のお家です●

オープンハウス
４/９日午後１時～午後５時

オープンハウス
４/９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

八反田３丁目売家
2,398　万円
東八反田バス停歩２分●
地１８６.１５㎡（５６.３１坪）木造２階建●
建１７４.１８㎡（５２.６９坪）H１年３月築●
託麻西小校区　！　駐車３台可能　！●
周辺環境の充実した６LDKのお家です　！●

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●

黒髪２丁目売１棟マンション

6,500　万円
黒髪小学校前バス停歩２分●
地３０６.５０㎡（９２.７１坪）鉄骨造４階建●
建４７２.９６㎡（１４３.０７坪）Ｓ５８年４月築●
全２０戸　利回り１０.９６％可●
現在満室　近隣商業地域●

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月全面リ済　現在満室●

中央区出水８丁目売地
2,352　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
1,180　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●

中央区八王寺町売地
1,856.1　万円
食糧事務所バス停歩２分●
地２１９.１７㎡（６６.２９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
周辺環境良好　セットバック必要●
春竹小、白山小、江原中、出水中校区●

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●
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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
八代市井上町売地

1,350　万円
上井上町バス停歩４分●
地４９６.０９㎡（１５０.０６坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
北西３.２ｍ公道　更地●
新八代駅約１㎞　労災病院６００m●

緯０９６（３４５）８０３１渥

熊本県知事（２）第４６９０号

(同)ウイング企画

北区津浦町売家
1,250　万円
津浦バス停歩５分　打越駅歩１０分●
地２２４.８７㎡（６８.０２坪）●
建１２３.８２㎡（３７.４５坪）●
S５９年１１月築　５LDK　６m道路●
担当/大森　携帯０９０‐９７９０‐９３９２●

緯０９６（３６８）７５５７渥

熊本県知事（７）第２９６７号

㈲サンシティーハウス

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

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●

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

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●

北区梶尾町新築一戸建
1,780　万円
松の本バス停歩１０分　姶４台可●
地２０４.５１㎡（６１.８６坪）木造２階建●
建１０３.６８㎡（３１.３６坪）Ｈ２９年３月築●
４ＬＤＫ＋納戸　北部東小・北部中校区●
ＱＵＩＥの家（ＳＡＦＥ３６５で制震の家）●

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
４/８土９日１１：００～１７：００

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

阿蘇市黒川売地
520　　渥万

円
ＪＲ阿蘇駅歩５分　眺望良好●
地３３３㎡（１００.７３坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
南西４ｍ道路　阿蘇小・阿蘇中校区●
更地　測量・分筆後渡し●

菊陽町新山３丁目分譲宅地
1,564.1　～1,586.5　握万

円
万
円

新山バス停歩５分　販売２区画●
地２２８.０３㎡～２５２.２２㎡●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件無　住宅メーカー選択可●
菊陽西小・武蔵ヶ丘中校区●
緯０９６（２３３）１２３７
[大輝不動産]で検索

熊本県知事（３）第４３８５号

有限会社　大輝不動産

西区春日８丁目売地
919.8　万円
田崎バス停歩１１分●
地１５２.０６㎡（４５.９９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
春日小・花陵中校区●
熊本市上下水道・都市ガス（引込管無）●

中央区黒髪６丁目売地
1,275.75　万円
上宇留毛バス停歩４分●
地２４１㎡（７２.９０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
現況更地　日当り良し！●
黒髪小・桜木中校区●

緯０９６（３２２）３３３３渥
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

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　!
緯０９６（２３７）７７７２日本エネルギー開発株式会社　熊本本店

冬眠している…土地探しています！冬眠している…土地探しています！！！

条件…①道路が土地に隣接していること　②電柱が近くにあること
③山林、雑種地、使っていない土地など（農地の転用が可能な田、畑）
④広さが１反（３００坪）もしくは２反（６００坪）程度まで
⑤字図、謄本をご用意ください

自然エネルギー発電所　各施設用地募集

合志市竹迫売地
392　万円

記念碑前バス停歩１分●
地２８７.３１㎡（８６.９１坪）●
唖宅地茜調整娃７０％阿２００％●
現況更地　集落内開発許可要●
平屋も建築可　緑豊かな住宅街●

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市泗水町永売地
98　万円

高江バス停歩３０分●
地１８５.６０㎡（５６.１４坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
現況更地　平屋も建築可能　日当り良●
子育てにも優しい閑静な住環境●

菊池市片角売地
580　万円

片角（ベンリカー）バス停歩３分●
地２５１.４１㎡（７６.０５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無●
隈府小・菊池南中校区●

島崎７丁目売地
380　万円

東荒尾バス停歩１分●
地３２３.９６㎡（９７.９９坪）●
唖宅地茜一低娃３０％阿６０％●
更地　西側公道　高台●
バス通りから歩２分（１６０ｍ）●

㈲碧プランニング熊本県知事（４）第４１２２号
あおい

緯０９６（３８３）００３５渥
物件多数→http://www.aoiplan.com

八王寺町売地
2,250　万円
八王寺新道バス停歩４分●
地２７１.１７㎡（８２.０２坪）更地渡し●
唖宅地茜工業娃６０％阿２００％●
北側３ｍ公道　セットバック要●
人気地区　中心部まで徒歩圏内●

水前寺６丁目売家
8,500　万円
県庁西門通りバス停歩２分　空家●
地４０３.２７㎡（１２１.９８坪）ＲＣ３階建●
建２８２.８５㎡（８５.５６坪）Ｈ１９年１１月築●
４ＬＤＫのきれいな家　別棟アパート有●
砂取小、出水中・湖東中校区●

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●
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●

オープンルーム
４/８土９日１１：００～１６：００
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㈱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 （担当/小林）

緯０９６（３２７）０５１１渥

８
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