
黒髪７丁目売地
500　　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●

西原２丁目売地
3,000　　渥万円
鉄工団地入口バス停歩１分●
地３０８.７８㎡（９３.４０坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建物有　公費解体渡し●
二方道路　角地　西原小・西原中校区●

保田窪４丁目売地
4,100　　渥万円
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丁目売家
1,580　　渥万円
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●

小国町北里売旅館
1億円　渥

道の駅ゆうステーションバス停車で８分（４.８ｋｍ）●
地１６,０８０㎡（４,８６４坪）●
建５７９.１４㎡（１７５坪）Ｓ４９年１０月築●
木造平家建　ロケーション良好●
露天風呂２棟　離れ湯３棟●

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

山鹿市古閑売地
650　　握万円
鹿本高校東入口バス停歩２分●
地２８２.９２㎡（８５.５８坪）●
唖宅地茜一低娃５０％阿１００％●
建築条件無　角地●
大道小・山鹿中校区●

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）

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

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

高平２丁目売地
480　　渥万円
高平団地バス停歩５分●
地１５５.８７㎡（４７.１５坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高平台小・京陵中校区●
日当良好　利便性良好

新町２丁目売マンション

1,200　　渥万
円

新町電停歩２分●
挨７４.８７㎡（２２.６４坪）２ＬＤＫ●
Ｓ６３年１０月築　一新小・西山中校区●
哀愛姶１８,１００円　ＳＲＣ１２階建６Ｆ●
新町バス停歩４分　利便性良好

四方寄町売地
1,150　～1,200　　握万

円
万
円

南原バス停歩５分　販売２区画●
地１８４.２７㎡～１８６.１６㎡　更地●
茜宅地茜準工娃６０％阿２００％●
日当良好　仲介手数料不要●
川上小　全４区画　建築条件無

西梶尾町売地
1,820　　渥万円
北部総合支所前バス停歩５分●
地３８８㎡（１１７.３７坪）更地●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　広々敷地　日当良好●

川上小歩３分（２４０ｍ）・北部中校区

池田４丁目売家
2,280　　渥万

円
北島バス停歩３分　６DK●
地５４４㎡（１６４.５６坪）木造２階建●
建１３１.９３㎡（３９.９０坪）S４４年８月築●
日当良好　ＪＲ崇城大学前駅歩３分●
敷地広々　池田小・井芹中校区

国道３号線・北バイパスアクセス良好

残２区画 高平３丁目売地
1,480　　渥万円
高平南公園バス停歩３分●
地３０７.３５㎡（９２.９７坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高台　日当良好　利便性良好●

建築条件無　南西角地　高平台小校区

山鹿市熊入町売地
680　　渥万円
ゆめマート山鹿店バス停歩７分●
地２０７.９６㎡（６２.９坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿１２０％●
閑静な住宅街　利便性良好●
建築条件無　分譲地内　整形地

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）●

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

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●

合志市幾久富売家
2,600　　渥万

円
永江団地公民館前バス停歩３分●
地２６９.８８㎡（８１.６３坪）１Ｆ店舗／２Ｆ３ＬＤＫ●
建２００㎡（６０.５坪）Ｈ９年２月築●
南ヶ丘小・合志中校区●
２階住居部分（Ｈ１７年１２月リフォーム済）●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

湖東３丁目売家
1,600　万円
動植物園西口バス停歩３分●
地２２２.９２㎡　木造平家建て●
建７５.８４㎡　Ｓ４７年３月築●
趣のある素敵な庭・植栽が嬉しい●
江津湖徒歩圏の閑静な住宅街●

緯０９６（２１２）７３７０渥

熊本県知事（３）第４４０７号

HOMEWORKS
錆０１２０（３４５）７８７渥

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㈱

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●

小川町新田売家
1,180　万円
JR小川駅歩１４分●
地２９９.９９㎡（９０.７４坪）木造平家建●
建５６.３１㎡（１７.０３坪）H２５年７月築●
２LDK　姶４台可　東側約４m道路●
河江小・小川中校区●

南区浜口町売家
2,480　万円
孫代バス停歩６分　耐震基準適合住宅●
地７０９.６５㎡（２１４.６６坪）木造平家建●
建１４０.８１㎡（４２.５９坪）Ｓ５８年２月築●
６ＬＤＫ　姶６台　飽田東小・飽田中●
Ｈ１９年９月増改築済　太陽光発電４kw●

北区龍田２丁目売家
2,950　万円
三の宮バス停歩１２分　姶２台可●
地２４１.４１㎡（７３.０２坪）木造２階建●
建１２８.００㎡（３８.７２坪）H２２年３月築●
４LDK　オール電化　エコウィン設置●
長期優良住宅　龍田西小・龍田中校区●

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●

南区富合町大町売家
3,300　万円
緑川橋バス停歩１８分　姶３台可●
地２５０.３４㎡（７５.７２坪）木造２階建●
建１２７.６３㎡（３８.６０坪）H２４年１１月築●
４LDK＋WIC　一条工務店施工　東南角地●
全室床暖房　太陽光発電６.３kw●

㈱アイアース不動産熊本県知事（１）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

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

松橋町松橋売家
1,880　万円
松橋栄町バス停歩１３分●
地１５６.７６㎡（４７.４１坪）４ＬＤＫ●
建９６.７５㎡（２９.２６坪）Ｓ６３年９月築●
木造２階建　H２９年５月全面リフォーム済●
松橋小・松橋中校区●

東区小山町売家
1,280　万円
中原バス停歩６分●
地２００.４４㎡（６０.６３坪）４ＬＤＫ●
建１１０.６１㎡（３３.４５坪）Ｈ８年９月築●
木造２階建　カーポート付姶２台（並列）●
託麻東小・二岡中校区●

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

オープンハウス
５/２０土２１日１０：００～１８：００三角町戸馳売家

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●

松橋町南豊崎売家
3,980　万円
松橋支援学校前バス停歩３分●
地２,３１４.０５㎡（７００坪）●
建３９８.９７㎡（１２０.６９坪）Ｓ６３年４月築●
保養所・料亭・介護施設等用途多数●
９ＬＤＫ　約７００坪に分筆し引渡し予定●

緯０９６（３３１）０３６６渥
熊本県知事（３）第４４２３号

㈱ニコニコ不動産 緯０９６（３３８）５９３６渥シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

龍田弓削２丁目売地
955　万円

武蔵ヶ丘団地入口バス停歩１１分●
地１９７.５７㎡（５９.７６坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　上下水道完備●
龍田小・龍田中校区●

龍田弓削１丁目売地
1,165　万円
ＪＲ武蔵塚駅歩９分・高速武蔵ヶ丘バス停歩７分●
地２２８.８㎡（６９.２１坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件付　北西４ｍ道路●
龍田小・龍田中校区　上下水道完備●

菊陽町津久礼売家
2,780　万円
三里木バス停歩１１分●
地２３９.０２㎡（７２.３０坪）●
建１９７.６４㎡（５９.７８坪）●
H２年７月築　５LDK●
６m道路沿い●

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

菊陽町久保田売家
2,300　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●

麻生田４丁目売地
2,100　万円
麻生田中央バス停歩２分●
地３４７.００㎡（１０４.９６坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％　古家有●
麻生田小・清水中校区●

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　カフェ・サロンに適●
南側公道　八千代座歩７分（５６０ｍ）●

熊本県知事（２）第４６８７号

東区上南部２丁目売家
1,980　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）

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● H２８年６月内外装全面リフォーム済

南西角地・ソーラー

緯０９６（２８８）９９３４渥
〔インベストメント熊本〕で検索

西区二本木４丁目売地
1,411.54　万円
熊本操車場前バス停歩３分●
地１７９.５０㎡（５４.２９坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
熊本駅まで１,２００ｍ　環境良し●
古町小・花陵中校区●

東区東野３丁目売地
2,606.85　万円
東野３丁目バス停歩１分●
地３５２.６３㎡（１０６.６７坪）●
唖宅地茜二中高娃６０％阿２００％●
閑静な住宅街　周辺環境良好●
秋津/若葉小、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

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●

東区西原１丁目売地
1,019.2　万円
西原郵便局前バス停歩３分●
地１２０.６２㎡（３６.４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
古家・倉庫有　閑静な住宅地●
西原小　西原中校区●

北区津浦町売家
1,880　万円
山伏塚バス停歩７分●
地４８４.６８㎡（１４６.６１坪）●
建９７.２３㎡（２９.４１坪）Ｓ５０年１０月築●
閑静な住宅街　木造平家建●
高平台小・京陵中校区●

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
1,150　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
2,150　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　姶２台　北東角地●
H２９年６月リフォーム完成予定●

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●

練兵町売マンション
650　万円

西辛島町電停歩３分　ハイムサンシャイン●
挨５３.７９㎡（１６.２７坪）Ｓ５５年１１月築●
哀愛１６,２４７円　ＳＲＣ１５階建２Ｆ●
Ｈ２９年３月室内リフォーム済　３Ｋ●
５/２０土２１日１２～１７時オープン●
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合志市須屋売地
1,080　万円
的場バス停歩４分●
地２４３.４４㎡（７３.６４坪）建物有●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
農地転用要　電鉄新須屋駅歩７分●
西合志南小・西合志南中校区●

清水東町売一棟マンション

2億2,700　万円
八景水谷バス停歩６分●
地１,２４２.９４㎡（３７５.９９坪）賃貸中●
建１,４２４.９２㎡（４３１.０３坪）Ｈ２年９月築●
１Ｋ×１８戸・３ＬＤＫ×１２戸　ＲＣ３階建●
年収１,９３３万円可（太陽光収入含）●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（１）第４９８２号

大和地所株式会社 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

業者仲介大歓迎　仲介手数料支払います
不動産買取　!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7.5　万円
北泉田町バス停歩３分●
挨６１.００㎡（１８.４５坪）姶込●
Ｈ２２年３月築　ＲＣ３階建３Ｆ●
２ＬＤＫ　エアコン付●
保証金２２.５万円　交通買物至便●

売買
宇土市上網田町売家

1,500　万円
網田駅歩１９分●
地８５３.７７㎡（２５８.２６坪）●
建２５４.１７㎡（７６.８８坪）Ｓ６３年８月築●
Ｈ１８年１月増築部分２ＬＤＫ＋５ＤＫ●
増築部分はソーラーサーキットの家●

緯０９６４（２８）４８０９渥

熊本県知事（３）第４３１０号

大沢不動産

益城町広崎売地
962　万円

広崎バス停歩７分●
地２１４.９㎡（６５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
猫伏石近隣●
広安西小・益城中校区●

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


