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㈱マスダ不動産開発

土地・建物を売却
したい方ご相談下さい

業者仲介大歓迎　仲介手数料支払います
不動産買取　!

南区刈草３丁目売家
1,898　万円
刈草バス停歩７分●
地１３９.１５㎡（４２.０９坪）木造４ＬＤＫ●
建８５.２８㎡（２５.７９坪）Ｓ６２年３月築●
７/１土２日１０時～１５時オープンハウス　！●
Ｈ２９年５月リフォーム済●

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 緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

お客様にあった不動産
売却をご提案いたします。

買取も致します

空家、土地、戸建、マンション、査定八代市中片町売家
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

錆０１２０（０９４）８８８渥
国土交通大臣（１）第００９０３３号

イエステーション熊本東店㈱すがコーポレーション

東野２丁目新築一戸建
各3,090　万円
鶯原団地前バス停歩２分●
地１４９.０１㎡～１４９.０２㎡　木造２階建●
建９７.２９㎡～９８.９５㎡　販売２棟●
Ｈ２９年６月築の４ＬＤＫ　！　小・中学校●
近隣で子育てに便利な立地です

オープンハウス
７/１土午後１時～午後５時
７/２日午前１０時～午後５時

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
2,980　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
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一の宮町坂梨売家
1,200　万円
坂梨農協前バス停歩１０分●
地４８８.００㎡（１４７.６２坪）木造平家建●
建１２７.９０㎡（３８.６８坪）Ｓ５９年４月築●
４DK＋広縁＋倉庫　程度良●
P４台可　家庭菜園可　日当良●

緯０９６（２７４）５５２５渥
熊本県知事（５）第３６９４号

純和風な箕甲造　即入居可

㈲向日葵リハウス
ヒ マ ワ リ

阿蘇市一の宮町坂梨９１７‐７ナビ検索

新屋敷２丁目売地
6,100　万円
大江川鶴バス停歩１分●
地２０１.６１㎡（６０.９８坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
子飼橋通り沿　現況コイン姶●
大江小・白川小、白川中校区●

出仲間１丁目売家
3,300　万円
田迎一里木バス停歩４分　３ＬＤＫ●
地１１５.７３㎡（３５坪）軽量鉄骨造２階建●
建１１３.３０㎡（３４.２７坪）Ｈ２０年１０月築●
セキスイハイムの家　オール電化　床暖房●
シアタールーム・書斎・納戸有●

水前寺４丁目売医院
2億8,000　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 緯０９６（３６４）５０１０渥
http://www.best-green.jp

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月築●
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７/１土２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 緯０９６（３３８）５９３６渥シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

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●

三角町戸馳売別荘地
287　万円

黒崎バス停歩１８分●
地４１３㎡（１２４.９３坪）更地●
唖田茜区域外娃７０％阿２００％●
町営水道完備　建築条件付●
釣り場まで３０ｍ　要農転許可●

現地販売会
７/１土２日１０時～１６時 西区二本木４丁目売地

3億円
古町バス停歩２分●
地２,４８１.８１㎡（７５０.７４坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿１６０％●
１,５００㎡未満の店舗建築可能●
更地　熊本駅より約１㎞●

北区大窪２丁目売地
3,000　万円
大窪２丁目バス停歩２分●
地８１９㎡（２４７.７４坪）更地●
唖畑茜準工娃６０％阿２００％●
セットバック要　ロッキー隣接地●
高台　眺望良好　角地●

玉東町稲佐売店舗
3,000　万円
天領橋バス停歩１分●
地１,９８０.３１㎡（５９９.０４坪）●
建４０５.９３㎡（１２２.７９坪）Ｓ４４年１２月築●
自動車ディーラー跡　他２棟建物有●
国道２０８号沿い　唖宅地茜無指定●

緯０９６（２２７）６２８２渥㈱タケダコーポレーション熊本県知事（４）第４１７２号

誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００熊本県知事（２）第４５９６号

中央区国府３丁目売地
2,280　　渥万円
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●

氷川町野津売地
500　　握万

円
有佐駅歩１２分●
地７８５.７８㎡（２３７.６９坪）●
唖宅地茜区域外●
建物有　現状渡し●
住宅用・事業用に適　竜北東小・竜北中校区●

東区月出６丁目売家
2,280　　渥万

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●

オープンハウス
７/１土２日１０～１７時 八代市錦町売地

600　　渥万円
八代駅歩１５分●
地２５７.００㎡（７７.７４坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
都市ガス　下水道●
静かな環境　建築条件なし●

小川町江頭新築一戸建
1,998　　万円

（
税
込
）

宇城市小川支所前バス停歩５分●
地１９７.６６㎡（５９.７９坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｈ２９年７月完予●
３ＬＤＫ　姶３台　河江小・小川中校区●
オール電化　エコキュート　外構工事込●

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

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７/１土２日１３：００～１７：００オープンハウス７/１土２日１３：００～１７：００

㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥ガラリト熊本　検索中古住宅専門店　ガラリト

春日４丁目売マンション
1,000　万円
五反バス停歩５分●
挨８０.６０㎡（２４.３８坪）３LDK●
Ｈ４年９月築　ロマネスクヴューコート熊本●
哀愛１８,１００円　８階建４Ｆ　H２９年６月●
クロス全室張替え　一部建具新品　室内清掃済み

国土交通大臣（１）第００８４３２号

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●

城南町舞原売家
3,600　万円
今吉野バス停歩１５分●
地４５３.６６㎡（１３７.２３坪）４ＬＤＫ●
建１４１.７６㎡（４２.８８坪）Ｈ２５年１１月築●
築３年!!　南側庭にウッドデッキ　！　姶４台可●
Ｈ２８年１１月リフォーム済　隈庄小・下益城城南中校区●

健軍１丁目売地
2,890　万円
神水町バス停歩６分●
地２３８.９２㎡（７２.２７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
現況更地の整形地！！　健軍小約１７０m●
マリスト学園の北側　健軍小・湖東中校区●

帯山３丁目売地
1,800　万円
帯山団地前バス停歩３分●
地２９６.６９㎡（８９.７４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
広 ８々９坪！　閑静な住宅地●
帯山小約３４０ｍ　帯山小・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●

出水３丁目売地
1,580　万円
出水３丁目バス停歩２分●
地２０６.８７㎡（６２.５７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
出水ふれあい通り約１５０ｍ　県立図書館約６００ｍ●
静かな環境♪　出水南小・出水中校区●

オープンハウス７/１土２日１１時～１６時 オープンルーム
７/１土２日１１時～１６時

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。

東区広木町売地
1,245　万円
健軍交番前電停歩１０分●
地１７８.００㎡（５３.８４坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北西角地の住宅街　建築条件無●
実測売買　泉ヶ丘小・湖東中校区●

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㈱

西区田崎３丁目売地
1,673.55　万円
田崎バス停歩３分●
地２０７.２１㎡（６２.６８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
東北角地　建築条件なし●
白坪小、花陵中校区●

緯０９６（３８１）８９５５渥

熊本県知事（１０）第２０４８号

新外不動産

中央区水前寺公園売マンション
3,130　万円
国府電停歩２分●
挨７２.１６㎡（２１.８２坪）●
Ｈ２８年２月築　３ＬＤＫ●
哀愛１１,９８０円　姶８,０００円　１１階建５Ｆ●
出水小・出水中校区　日当たり良好●

錆０１２０（３４１７）３４渥

国土交通大臣（４）第６１０５号

サンヨーホームズ㈱ 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
宇土市高柳町分譲宅地
980　万円

宇土市役所前バス停歩３分●
地１８４.２９㎡（好評につき残り１区画）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
宇土小歩６分（４８０ｍ）・宇土鶴城中校区●
建条無　２方道路　閑静住宅地●

緯０９６（３２０）３２２３渥

熊本県知事（２）第４８２２号

㈱優しい住まい


