
売マンション
　 特 集　

大津町吹田売地
550　万円

大津産交入口バス停歩１３分●
地４３６.５９㎡（１３２.０６坪）角地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
イオン大津店まで車で１０分（６ｋｍ）●
趣きのある分譲地内　大津東小・大津中校区●

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●

緯０９６（２３２）８２０８渥
熊本県知事（３）第４２６４号

㈲コンサル

泗水町吉富売地
900　万円

伝承館前バス停歩５分●
地１,５２３㎡（４６０.７１坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
農地法第５条の許可必要●
アパート・老人施設・事務所・建売用地適●

泗水町住吉分譲地
218　～283　万

円
万
円

富の原バス停歩１８分●
地２８８㎡（８７坪）～３７４㎡（１１３坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
農地法第５条許可必要　販売３区画●
面積相談可　泗水小校区●

泗水町住吉分譲地
210　～263　万

円
万
円

高江バス停歩４０分●
地２７８㎡（８４坪）～３４８㎡（１０５坪）●
唖田茜無指定娃７０％阿２００％●
農地法第５条許可必要　販売３区画●
面積相談可　泗水東小約４００ｍ●

緯０９６８（２３）８０１５渥有限会社　川口開発熊本県知事（６）第３６７９号

新町４丁目売マンション
1,180　万円
新町電停歩３分　２ＬＤＫ●
挨６８.５１㎡（２０.７２坪）Ｓ６３年２月築●
哀愛１１,５００円　ＲＣ９階建３Ｆ●
角部屋　３面採光　エメラルドＭ新町●
オープンルーム７/８土９日１１～１７時●

錆０１２０（６４）６６９４握

国土交通大臣（１）第８５０７号

株式会社　コスモピア

建築条件無し
土 地 特 集

八代市古閑中町分譲宅地
575　～580　万

円
万
円

田中北町バス停歩７分●
地１６５.４７㎡（５０.０６坪）●
～１９１.３２㎡（５７.８８坪）
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
販売２区画　幅員５ｍ道路●

緯０９６（３７８）７８８８渥

熊本県知事（６）第３４４６号

㈱愛和不動産

西区河内町船津売地
820　万円

聖ヶ塔バス停歩６分●
地５０４㎡（１５２.４６坪）●
唖畑茜区域外　別荘地●
河内小・河内中校区　建築可●
有明海・金峰山を眺望●

緯０９６（２７６）０３０８渥

熊本県知事（６）第３５７９号

㈲光和不動産開発

東区長嶺西２丁目売地
830　万円

南原バス停歩７分●
地９３.６８㎡（２８.３３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件無し●
建物解体更地渡し　道路持分有り●

緯０９６（２７３）８９０３渥

熊本県知事（１）第５１９９号

㈱バンズ

御領３丁目売地
1,080　万円
東八反田バス停歩４分●
地１５３.５６㎡（４６.４５坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
更地渡し　３.３㎡（坪）２３.２５万円●
南東４.７ｍ公道　接面１０.６ｍ●

緯０９６（２７６）６７８７渥

熊本県知事（１）第５０８３号

㈱スマイリーフ不動産

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市野間口売地
2,290　万円
菊之池小学校前バス停歩５分●
地１,５１５㎡（４５８.２８坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
住宅・店舗可　日当良好●
農地法５条申請必要　分筆可●

菊池市泗水町永売地
248　万円

伝承館前バス停歩４０分●
地２６８㎡（８１.０６坪）●
唖山林茜無指定娃８０％阿２００％●
閑静な住宅街●
現況更地　建築条件なし●

菊池市泗水住吉売地
425　万円

富の原バス停歩４０分●
地２３２㎡（７０.１８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水東小・泗水中校区　建築条件無し●
閑静なエリア　環境良●

東区広木町売地
1,536　万円
南町バス停歩８分●
地２５４㎡（７６.８３坪）●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
水前寺江津湖公園まで３００ｍ●
泉ヶ丘小・湖東中校区●

東区花立６丁目売地
1,808　万円
佐土原バス停歩９分●
地１９９.２７㎡（６０.２７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当り良好　アタックス花立店まで４００ｍ●
桜木東小・桜木中校区●

益城町安永売地
750　万円

上安永バス停歩４分●
地１６５㎡（４９.９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
熊本高森線より北へ２５０ｍ●
広安小・益城中校区●

緯０９６（３６９）１１１６渥㈲吉川ホーム熊本県知事（９）第２４３９号

玉名市中売地
610　万円

下河原バス停歩５分●
地２４７.９５㎡（７５坪）建物有●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
日当良好　整形地　ＪＲ玉名駅歩１０分●
生活・交通環境整った立地●

城南町隈庄売地
880　万円

城南総合出張所入口バス停歩７分●
地３９１.３１㎡（１１８.３７坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
日当良好の整形地　西側４.３ｍ公道●
上水道宅地内引込要　隈庄小・城南中●

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●

長嶺西２丁目売地
1,855　万円
長嶺四ツ角バス停歩８分●
地２６６.５１㎡（８０.６２坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
シュロアモール長嶺約７００ｍ●
託麻西小・西原中校区●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（１）第４９８２号

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

中央区坪井５丁目売地
800　万円

寺原町バス停歩５分●
地１１２.０６㎡（３３.９坪）●
唖宅地茜一住●
娃６０％阿２００％●
壺川小学校・京陵中学校●

緯０９６（３７２）８５８１渥

熊本県知事（７）第３０２５号

九州不動産販売㈱

近見１丁目売地
2,130　万円
上近見バス停歩２分●
地３０５.６３㎡（９２.４５坪）●
唖宅地茜工業娃６０％阿２００％●
住宅・店舗・事務所に適●
バス道路沿い　３.３㎡（坪）２３万円●

緯０９６（３８５）５７００渥

熊本県知事（８）第２８９２号

㈲サン地研

東区西原２丁目売地
2,140　万円
託麻団地入口バス停歩４分●
地２９５.９６㎡（８９.５３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅地●
前面道路６ｍ●

緯０９６（３８２）４５５８握

熊本県知事（９）第２５１２号

㈲水戸不動産

合志市豊岡売家
2,150　万円
すずかけ台中央通りバス停歩１分●
地４６３.５７㎡（１４０.２２坪）木造２階建●
建１４９.０５㎡（４５.０８坪）Ｓ５３年１０月築●
７ＬＤＫ　オール電化　大家族向き　角地●
ＬＤＫ２０帖　和風庭園付　日当良好●

緯０９６（３４６）８１８１渥

熊本県知事（１）第５０８６号

株式会社　YPLAN

飛田１丁目売家
1,764　万円
飛田１丁目バス停歩４分●
地２０４.５２㎡（６１.８６坪）●
建１２５.８６㎡（３８.０７坪）Ｈ１年３月築●
６ＤＫ　広々間取り　姶２台●
総タイル張り　きれいな家●

緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

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●

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●

渡鹿５丁目売アパート
5,980　万円
江南病院前バス停歩５分●
地２７９.６５㎡（８４.５９坪）●
建３３２.２２㎡（１００.４９坪）●
ＲＣ３階建　Ｈ３年８月築●
１Ｒ×１５部屋●

小国町北里売旅館
1億円

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

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（５）第３８９１号

北区龍田４丁目売家
2,480　万円
たつだニュータウン前バス停歩２分●
地２１０.２９㎡（６３.６坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１３４.５２㎡（４０.６９坪）Ｈ１１年１０月築●
鉄骨２階建　大和ハウスの家●
龍田小・龍田中校区　即入居可●

オープンハウス
７/８土９日１０：００～１８：００

迷っている方、ご相談のみも喜んでOK！
一緒に最良の方法を考えてみませんか。

中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住中古住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅
無料査定・買取・売却・賃貸

熊本市北区龍田４丁目１６番５ナビ検索 解体予定のアパート・住宅大募集　!

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

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

改寄町売地
580　　渥万

円
植木一丁目バス停歩１１分●
地４９７㎡（１５０.３４坪）更地●
唖畑茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　広々敷地●

建築条件無　川上小・北部中校区

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

相続・資産売却等で
お考えの方、是非ご相談下さい
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探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすす探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地アパート用地・・
テナント用地等テナント用地等をを
探しています探しています。。

四方寄町売地
1,150　　握万

円
南原バス停歩５分　残１区画●
地１８４.２７㎡（５５.７４坪）更地●
茜宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　仲介手数料不要●

国道３号線・北バイパスアクセス良好

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

東区健軍本町売地
1,600　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●

北区津浦町売家
1,780　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●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（６）第３４００号

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●

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●

東区戸島西１丁目売家
2,480　万円
長嶺小学校入口バス停歩８分●
地１７５.９１㎡（５３.２１坪）木造２階建●
建１０２.８８㎡（３１.１２坪）Ｓ６２年９月築●
戸島西エリア♪の閑静な住宅街●
長嶺小・長嶺中校区　環境良し●

中央区神水本町売地
5,250　万円
八丁馬場電停歩６分●
地５０２.１０㎡（１５１.８８坪）風致地区●
唖宅地茜一低娃３０％阿８０％●
古家有　解体引渡し　東側４m公道●
実測面積４８２.２１㎡（１４５.８７坪）●

緯０９６（３８２）８９００渥

熊本県知事（８）第２６２０号

㈲荒牧工務店

八代市沖町新築一戸建
2,299　万円
イオン八代ショッピングセンターバス停歩１分●
地２００.０１㎡（６０.５０坪）木造２階建●
建１０４.４８㎡（３１.６０坪）Ｈ２９年６月築●
４ＬＤＫ　角地　松高小・第一中校区●
制震の家　姶並列３台　買物便利● 八代市沖町４３４２ナビ検索

オープンハウス７/８土９日１０：００～１８：００

緯０９６（３６６）８７７１渥熊本総合不動産㈱熊本県知事（１）第５１２５号

球磨郡錦町一武売事務所付倉庫

1,000　万円
武原バス停歩３分●
地３,２２３.９０㎡（９７５.２２坪）●
建２１１.８０㎡（６４.０６坪）●
鉄骨造平家建　Ｓ５７年月不詳築●
冷蔵倉庫付・別棟２棟有（倉庫・居宅）●

緯０９６（２１４）８５６０渥

熊本県知事（４）第４１２９号

㈲毎日不動産

東区八反田２丁目売地
950　万円

八反田入口バス停歩６分●
地１６６㎡（５０.２１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
託麻西小、西原中又は東部中校区●
マルショク・銀行・バス停４５０ｍ●

中央区黒髪６丁目売地
1,050　万円
一里木バス停歩３分●
地２４１.６３㎡（７３.０９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
黒髪小・桜山中校区●
南面道路（道路後退要）●
緯０９６（３６６）５８６７渥
担当：小森田　（携）０９０（７４５０）５３７８

熊本県知事（１３）第７３０号

通産商事㈲

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１３７.６３㎡（４１.６３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●

中央区坪井４丁目売地
3,080　万円
黒髪町バス停歩５分●
地３２３.９５㎡（９７.９９坪）更地●
唖宅地茜近商・一住娃８０％阿２４０％●
北東角地　セットバック要●
黒髪小、桜山中・竜南中校区●

中央区出水２丁目売マンション
230　万円

市立体育館前電停歩３分●
挨１７.４２㎡（５.２６坪）Ｈ１年７月築●
哀愛１０,７００円　ＲＣ９階建６Ｆ●
分譲賃貸１Ｒマンション１戸●
利便性良し　利回り１３.８４％可●

錆０１２０（３４５）７８７
渥緯０９６（３２７）９７７５　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

山鹿市久原売地
1,285　万円
久原バス停歩５分●
地１,６９６.６２㎡（５１３.２２坪）●
唖宅地茜無指定　建築可●
建物有　閑静な住宅街●
三玉小約５２０ｍ　山鹿中約３.８㎞●

㈲熊コーポレーション熊本県知事（１）第５２１６号

山鹿市中売地
700　万円

鹿高通１丁目バス停歩１４分●
地８２８.６２㎡（２５０.６５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物解体更地渡し・確定測量予定●
山鹿小約１.８㎞　山鹿中約１.４㎞●

植木町滴水売ビル
6,500　万円
植木宮の前バス停歩１分●
地１,１５６.６６㎡（３４９.８８坪）●
建８６７.３６㎡（２６２.３７坪）Ｓ５７年１０月築●
建６４７.１９㎡（１９５.７７坪）Ｓ５４年１２月築●
２棟有　各１２戸　利回り１４.２６％可●

宇土市松山町売アパート
2億円

松山バス停歩６分●
地２,０５２.６２㎡（６２０.９１坪）●
建４１７.３５㎡（１２６.２４坪）２ＤＫ・２ＬＤＫ×各４戸●
建３１３.０１㎡（９４.６８坪）×２・２ＤＫ・２ＬＤＫ×各３戸●
３棟有　年収１２,３９８,４００円可●

ゆう

緯０９６（３８４）６１２３渥
［熊コーポレーション］で検索 熊本県知事（２）第４６８７号 株式会社　Investment（インベストメント）

大津町大林売家
1,180　万円
吹田第二バス停歩４分　姶２台●
地１６１.１１㎡（４８.７３坪）４LDK●
建８６.１１㎡（２６.０４坪）H６年４月築●
吹田団地内　閑静な住宅街●
ナフコ大津店約７００m　大津小・大津中● 浴室・キッチン・トイレ・フロアー新品

H２９年７月リノベーション済

緯０９６（２８８）９９３４渥
〔インベストメント熊本〕で検索

オープンハウス７/８土９日１０：００～１７：００

大津町大林１５２３‐５ナビ検索

長嶺東９丁目売家
2,480　万円
中山バス停歩６分●
地２２９.３０㎡（６９.３６坪）ＲＣ２階建●
建１４２.０２㎡（４２.９６坪）Ｈ１７年３月築●
オール電化　屋上付４ＬＤＫ　姶２台●
南西角地　託麻北小・東部中校区●

植木町一木売地
620　万円

五霊中学校前バス停歩３分●
地２０３.５２㎡（６１.５６坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
建築条件無●
植木小・五霊中校区●

榎町売地
1,160　万円
榎団地西口バス停歩７分●
地１９０.３６㎡（５７.５８坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　全２区画●
東町小・東町中校区●

E‐Life不動産㈱熊本県知事（２）第４６８２号　中央区帯山６‐７‐６７

菊陽町辛川売家
2,280　万円
井口バス停歩３分●
地６２８.２８㎡（１９０.０５坪）姶３台●
建１７６.０１㎡（５３.２４坪）H８年1月築●
広々5LDK　木造瓦葺平家建●
菊陽南小・菊陽中校区●

御領２丁目売地
1,400　万円
東八反田バス停歩５分●
地２０１.３４㎡（６０.９０坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　角地●
託麻西小・東部中校区●

http：//www.e‐life‐e.jp　緯０９６（２８４）１８９９渥

オープンハウス
７/８土９日１２：００～１６：００

Ⓟ３台
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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
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

山鹿市山鹿売家
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）●

緯０９６（２３２）８２０８渥

熊本県知事（３）第４２６４号

㈲コンサル 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

菊池市北宮貸家
月額5.5　万円
北宮バス停歩２分●
延床９４.０㎡　３ＬＤＫ　広縁付●
Ｓ５１年１月築　H２９年６月リフォーム済●
礼金なし　穐２ヶ月分●
愛犬可　姶３台可　倉庫付●

緯０９６８（２４）０７８０握
冨田桂子 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5.5　万円
北泉田バス停歩１分　１K●
挨２６.６８㎡（８.０７坪）Ｈ１６年９月築●
ＲＣ７階建７Ｆ　保証金１６.５万円●
オートロック　日当り良好●
駐車場１台　要家財保険加入●

緯０９６（２２３）７１８１
熊本県知事（５）第３７５３号

㈱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　!

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

糸musousya@musousya.jp 　０９０（６８９３）５９５０
当社の直接買い取りです。媒介はいたしません。

2億円迄即決　！
不動産

最後の相談所
八代市迎町売家

2,680　万円
麦島バス停歩２分●
地６２６.６７㎡（１８９.５６坪）３ＬＤＫ＋納戸●
建１８７.２６㎡（５６.６４坪）Ｈ１１年１月築●
姶３台可　Ｈ２９年７月リフォーム済●
木造瓦葺２階建　麦島小・八代第三中校区●

緯０９６（２３４）８８３０渥センチュリー２１　朝山不動産熊本県知事（２）第４８５２号
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八代市迎町５１３‐１ナビ検索

東区桜木４丁目新築一戸建
4,068.2　万円
沼山津神社前バス停歩４分●
地２４５.４９㎡（７４.２６坪）P４台●
建１１３.０４㎡（３４.１９坪）●
Ｈ２８年６月築・全居室収納●
家具付　駐車場４台　即入居可●

緯０９６（２８５）８０９１握ファミリーステージ㈱熊本県知事（１）第４８１２号

●LDK２０帖　！　P４台
●東南角地
●桜木中まで約２３０m

７/８土９日販売会開催 西原村小森売地
473.46　　握万

円
西原台バス停歩１１分　小森の里Ⅴ●
地３０１.００㎡（９１.０５坪）建築条件無●
唖山林（現況宅地）茜無指定●
娃７０％阿２００％　山西小・西原中校区●
分筆杭代金１０万円要　道路負担金無●

西原村小森売地
493.13　　握万

円
西原村役場入口バス停歩３分●
地２２３.３１㎡（６７.５５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
幅員５ｍ道路　全２２区画●
西原ニュータウンⅡ●

西原村小森売地
538.72　　握万

円
西原村役場入口バス停歩３分●
地２３７.４８㎡（７１.８３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　全３４区画●
西原ニュータウン●

西原村小森売地
660　　渥万

円
西原台バス停歩１１分●
地３９６.７１㎡（１２０.００坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無●
山西小・西原中校区●

㈲エステート西原熊本県知事（４）第４１１０号 緯０９６（２７９）２９５９
www.estate-nishihara.com/


