
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●

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●

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●

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●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（６）第３４００号

宇城市松橋町松橋売地
280　万円

御領団地前バス停歩３分●
地１５９.８０㎡（４８.３３坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
旧３号線約４０m！　井戸有り●
松橋小・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●
P３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

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

合志市野々島売地
2,480　　渥万

円
救世教前バス停歩８分●
地１,３３５㎡（４０３.８３坪）更地●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
集落地開発区域内　北側１２ｍ公道●

建築条件無　日当良好　閑静住宅街

植木町小野売家
980　　渥万円
寿住宅前バス停歩３分●
地２３０.７０㎡（６９.７８坪）木造２階建●
建１１５.９４㎡（３５.０７坪）Ｓ５９年９月築●
５ＤＫ　南側４.５ｍ公道　閑静住宅街●
日当良好　山東小・五霊中校区

大津町美咲野売家
2,480　万円
美咲野バス停歩２分●
地２１５.９４㎡（６５.３２坪）木造２階建●
建１１８.４１㎡（３５.８１坪）Ｈ２０年９月築●
日当良好姶３台可　団地内小学校有り●
オール電化２４時間換気システム●

ミサワホーム九州㈱熊本支店 錆０１２０（３５４）３３０渥国土交通大臣（５）第５５６０号
熊本市南区馬渡２‐９‐１６

お気軽にご相談ください

無料査定・買取実施中
※ミサワホーム以外の不動産（土地・一般戸建住宅・マンション・アパート等）の査定
も承ります。
※エリア、土地、建物の状態によっては、買取できない場合もございますので事前に
お問い合わせ下さい。

オープンハウス６/３土４日１１：００～１７：００

カーナビ検索
大津町美咲野１丁目１１番１号

ミサワホーム
保証付き！

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

榎町売マンション
2,350　万円
榎団地西口バス停歩３分　４ＬＤＫ●
挨８９.７８㎡（２７.１５坪）Ｈ１７年５月築●
哀愛P２３,０００円　ＲＣ８階建２Ｆ●
角部屋　ペット相談可　階下駐車場●
コーナーバルコニーで日当良好●

緯０９６（２７６）６７８７渥
〔スマイリーフ不動産〕で検索

熊本県知事（１）第５０８３号

㈱スマイリーフ不動産

東区榎町１６‐４８ナビ

東
町
小
・
東
町
中
校
区

オープンルーム
６/４日１３：００～１７：００清水新地１丁目売地

1,500　万円
城北校前バス停歩９分●
地２６４.０３㎡（７９.８７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
城北小まで４００ｍ●
清水中まで６５０ｍ●

緯０９６（３２７）９２６２渥

熊本県知事（６）第３６０９号

㈲万石不動産

益城町福富売地
1,882　万円
福富バス停歩３分●
地４２４.１５㎡（１２８.３０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南道路公道１３ｍ接面●
道路中心後退要●

緯０９６（２１２）９４１６渥

熊本県知事（４）第４２５５号

ウチダ不動産企画

山鹿市山鹿売家
1,250　万円
山鹿郵便局前バス停歩５分（３５０ｍ）●
地２５７.６８㎡（７７.９４坪）●
建１１５.５１㎡（３４.９４坪）Ｈ１４年７月築●
３LDK＋物置　駐車３台可●
山鹿小学校まで３００ｍ●

緯０９６８（２３）７１００渥

熊本県知事（４）第４２４８号

コーエイ株

中央区新屋敷２丁目売家
1,500　万円
大江渡鹿バス停歩６分●
地１５０.３６㎡（４５.４８坪）●
建５２.７９㎡（１５.９６坪）Ｓ４９年１月築●
茜二中娃６０％阿２００％　ゆめタウン大江約８００ｍ●
白川小・白川中校区●

緯０９６（２９５）４６８８渥

熊本県知事（７）第３０３７号

㈱明日香リアルティ 緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

合志市豊岡売家
3,080　万円
泉ヶ丘団地バス停歩８分●
地２０５.８６㎡（６２.２７坪）角地●
建１１３.９７㎡（３４.４７坪）ワイドバルコニー●
軽量鉄骨造２階建　南側公園●
４ＬＤＫ＋広々納戸とＷＩＣ● 太陽光発電付　オール電化住宅

セ
キ
ス
イ
ハ
イ
ム
の
家

平
成
　
年
５
月
築

２４

大津町大津売家
1,200　万円
引の水バス停歩１２分●
地３５４.８９㎡（１０７.３５坪）木造２階建●
建１３４.１１㎡（４０.５６坪）Ｈ１年１０月築●
６ＬＤＫ　広々庭付き　姶２～３台可●
美咲野小・大津北中校区●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥
熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

オープンハウス
６/３土４日１１：００～１６：００

三角町三角浦売ホテル
4,500　　渥万

円
俣木の下バス停歩１分●
地１,０３３.１２㎡（３１２.５１坪）２２部屋●
建１,７２４.６８㎡（５２１.７１坪）Ｓ６０年１１月築●
ＲＣ７階建　三角西港公園約２３０ｍ●
五橋入口交差点約１,４４０ｍ●

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●

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●

水前寺４丁目売医院
2億8,000　　渥万

円
東水前寺バス停歩１分●
地１,３０７.８６㎡（３９５.６２坪）●
建７００.５５㎡（２１１.９１坪）Ｓ４３年１月築●
ＲＣ５階建　病院兼居宅兼宿舎●
別棟有　南側約７ｍ公道●

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

合志市須屋売地
1,080　万円
電鉄黒石駅歩６分●
地２１０.３９㎡（６３.６４坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
南面道路　日当良好●
西合志東小・西合志南中校区●

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　

南区川尻３丁目売地
340　万円

上外城バス停歩２分●
地１１１.０８㎡（３３.６０坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
角地　川尻小・城南中校区●
ＪＲ川尻駅歩９分　買物・生活便利●

益城町安永売地
972　万円

上安永バス停歩２分●
地２６９.７６㎡（８１.６坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
角地　広安小・益城中校区●
平屋も十分建築可能な広さ●水前寺支部

（一社）熊本県宅地建物取引業協会
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
熊本県知事（７）第２９２９号

㈲上田不動産

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

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●

緯０９６（２８８）９９３４渥熊本県知事（２）第４６８７号

株式会社　Investment 〔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

南西角地・ソーラー 八代市沖町新築一戸建
2,499　万円
イオン八代ショッピングセンターバス停歩１分●
地２０２.１８㎡（６１.１５坪）木造２階建●
建１０６.１１㎡（３２.０９坪）Ｈ２９年６月完予●
４ＬＤＫ＋納戸　松高小・第一中校区●
制震の家　姶並列４台　買物便利●

オープンハウス６/３土４日１０：００～１８：００

八代市沖町４３４２ナビ検索

緯０９６（３６６）８７７１渥熊本総合不動産㈱熊本県知事（１）第５１２５号

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。
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月出２丁目売マンション
1,340　万円
鉄砲塚バス停歩３分●
挨７０.５５㎡　Ｈ７年９月築●
哀愛１１,１００円　１１階建３Ｆ●
月出小校区！　周辺環境充実でペットと●
暮らせる日当りの良いお部屋です
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

中央区国府３丁目売マンション
1,420　万円
ＪＲ新水前寺駅歩７分　３ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
挨７１.４４㎡（２１.６１坪）Ｈ８年１月築●
哀愛姶１９,４００円　ＲＣ８階建６Ｆ●
ペット相談　日当・眺望良好　南向き●
白山小４７０ｍ・出水中９００ｍ　内覧可●

緯０９２（２８３）３２００渥

国土交通大臣（２）第８０６３号

㈱ランディックアソシエイツ

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 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

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！！

人吉市下林町貸店舗
月額8.64　万円
ニシムタ前バス停歩１分●
建４１.７６㎡（１２.６３坪）●
Ｈ２２年４月築　保証金３ヶ月●
鉄骨造平屋建　エアコン・姶有●
店舗総合保険加入要●

売買
阿蘇市黒川売家

1,380　　万円
（
税
込
）ＪＲ阿蘇駅歩１５分●

地７５０.２３㎡（２２６.９４坪）●
建１１８.２２㎡（３５.７６坪）●
木造２階建　S６３年３月築●
５ＬＤＫ＋書斎　縁側付●

緯０９６７（３２）０７８９渥

熊本県知事（５）第３９１７号

名小西製材所

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

南区御幸西１丁目売家
3,280　万円
西無田入口バス停歩４分●
地３３０.６４㎡（１００.０１坪）●
建２２２.００㎡（６７.１５坪）●
Ｈ３年４月築　３世帯可●
駐車５台　北西角地●

㈲山口住研 緯０９６（３７５）５５１５握
現地携帯/０９０（４５１８）３１７７熊本県知事(３)第４３２２号
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オープンハウス
６/３土４日９：００～１８：００

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　!

緯０９２（８８２）０６６２
FAX０９２（４００）７７６５

福岡県知事（２）第１６２２９号

株式会社　夢創社

◎駐車場・マンション
 賃貸アパート等　事業用地◎

2億円迄即決　！
不動産最後の相談所

糸musousya@musousya.jp 　０９０（６８９３）５９５０

宇土市三拾町新築一戸建
2,098　　万円

（
税
込
）

ＪＲ宇土駅歩１２分　姶３台可●
地１９９.７２㎡（６０.４１坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｈ２８年９月築●
３ＬＤＫ　宇土東小・鶴城中校区●
オール電化　エコキュート　制震ダンパー付●

オープンハウス６/３土４日１３：００～１７：００

緯０９６（３３４）０００７握シアーズホームグループ　㈱サンタ不動産熊本県知事（２）第４７７４号

八代市海士江町売家
1,890　万円
海士江バス停歩３分●
地２２５.７５㎡（６８.２８坪）４ＬＤＫ●
建１５４.００㎡（４６.５８坪）Ｈ１１年６月築●
木造２階建　Ｐ４台可　環境良し●
八千把小・第四中校区●

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　オール電化　環境良し●
松橋小・松橋中校区●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（５）第３８９１号

オープンハウス
６/３土４日１０：００～１８：００

オープンハウス
６/３土４日１０：００～１８：００

㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥

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　更地、建築条件無し●

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●

清水岩倉１丁目売地
1,280　万円
清水ヶ丘バス停歩３分●
地４４２.１８㎡（１３３.７５坪）●
唖宅地茜一中娃４０％阿８０％●
南側道路　日当たり良し　！●
高台で眺望良し　清水小・中校区●

山鹿市山鹿売地
650　万円

山鹿市役所前バス停歩３分●
地４１３.２２㎡（１２４.９９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
鹿本総合庁舎裏　山鹿市役所約４００ｍ●
山鹿中央病院約５８０ｍ　山鹿小・中校区●

ガラリト熊本　検索中古住宅専門店　ガラリト

大江本町売マンション
2,200　万円
味噌天神電停歩２分　ダイアパレスグランデージ味噌天神●
挨８５.０２㎡（２５.７１坪）４LDK●
１１階建７F　H１０年６月築●
哀愛１５,２８０円　姶８,７００円　東南角部屋●
イオン熊本中央店約５００ｍ　大江小・白川中校区●

国土交通大臣（１）第００８４３２号

帯山９丁目売家
3,580　万円
帯山６丁目バス停歩４分●
地１２２.９５㎡（３７.１９坪）５ＬＤＫ＋納戸●
建１８９.１７㎡（５７.２２坪）H１９年４月築●
姶２台可　南北二面道路●
日当良好　帯山小・西原中校区●

合志市須屋売家
3,180　万円
みずき台バス停歩３分●
地２３４.１０㎡（７０.８１坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１６４.６２㎡（４９.７９坪）H１６年２月築●
姶３台可　積水ハウスの家●
５ＬＤＫ＋納戸へ変更可　西合志東小・南中校区●

大江３丁目売地
6,990　万円
大江校通りバス停歩２分●
地４７９.９３㎡（１４５.１７坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建物有　味噌天神前電停約７００ｍ●
ゆめタウン約３００ｍ　大江小・白川中校区●

菊池市西寺売店舗付住宅

2,700　万円
一町畑バス停歩４分　Ⓟ３台可●
地３２６.９１㎡（９８.８９坪）２ＬＤＫ＋店舗●
建１０２.６７㎡（３１.０５坪）平成２８年５月築●
店舗（事務所）付住宅　コメリ１４０ｍ●
ダイレックス４６０ｍ　菊ノ池小・菊池南中校区●

山鹿市菊鹿町売家
5,000　万円
立徳バス停歩２８分●
地１,２３９.４９㎡（３７４.９４坪）５ＬＤＫ●
建１５２.０２㎡（４５.９８坪）Ｈ２１年１１月築●
姶７台可　温泉・露天風呂付き●
眺望・陽当り良し　別荘・旅館に適●


