
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　!

河内町岳売家
2,100　万円
椎山バス停歩４分●
地５７８.２４㎡（１７４.９１坪）５ＬＤＫ●
建１４５.５０㎡（４４.０１坪）Ｈ１６年４月築●
姶４台可　３面角地にて日当たり良好！●
自然に恵まれた環境　芳野小・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●

出仲間７丁目売地
3,600　万円
出仲間バス停歩４分●
地４０５.０９㎡（１２２.５３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
ゆめタウンはません約６５０ｍ●
熊本中央病院約７５０ｍ　田迎小・託麻中校区●

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●

上水前寺１丁目売マンション
950　万円

グランド前バス停歩２分●
挨７８.１９㎡（２３.６５坪）水前寺アイリスマンション●
Ｓ４９年７月築　３ＬＤＫ　Ｈ２８年１０月悪済●
哀愛２２,９４０円　７階建５Ｆ　システムキッチン●
温水洗浄機能付便座　帯山小・中校区●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産国土交通大臣（１）第００８４３２号 緯０９６（３４２）６５５５渥

宇土市一里木町売地
640　万円

宇土市保健センター前バス停歩３分●
地１５３.８１㎡（４６.５２坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
コンビニ・スーパー近隣で買物便利●
北東約６.６ｍ公道　宇土小・鶴城中●

島崎６丁目売家
4,480　万円
慈恵病院前バス停歩８分●
地４１４.６８㎡（１２５.４４坪）木造２階建●
建２２８.７２㎡（６９.１８坪）Ｈ２１年１１月築●
６ＬＤＫ＋納戸　姶４台●
城西小・西山中校区●

緯０９６（３６４）５０１０渥
熊本県知事（３）第４３８６号

ベスト・グリーン㈱

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●

中央区八王寺町売地
1,856.12　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●

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●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（６）第３４００号

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

オープンハウス７/２２土２３日１３：００～１６：００

八代市迎町５１３‐１ナビ検索

合志市豊岡売家
1,880　万円
泉ヶ丘団地バス停歩６分●
地２２４.３４㎡（６７.８６坪）木造２階建●
建９７.７㎡（２９.５５坪）Ｓ６２年２月築●
合志南小・合志中校区●
駐車場２台　閑静な住宅街●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３握熊本県知事（５）第３８９１号

不動産のことならお任せ下さい。

中古住宅 大募集!!
無料査定・売却・買取致します

オープンハウス
７/２２土２３日１０：００～１８：００

Ｈ２９年７月全面リノベーション済

山鹿市山鹿売地
2,270　　握万

円
山鹿市役所入口バス停歩６分●
地６２６.８５㎡（１８９.６２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　山鹿市役所隣り●
都市ガス　上水道・下水道引込有り●

宇土市三拾町売地
1,470　　渥万

円
宇土駅歩６分●
地４８６.００㎡（１４７.０１坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
現況建物有り　アパート用地向き　即引渡し可●
プロパンガス　上水道・下水道●

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

八代市築添町売地
1,050　　渥万

円
八代支援学校バス停歩１０分●
地３３３.４５㎡（１００.８６坪）●
唖宅地茜無指定娃６０％阿２００％●
南西角地　日当良好　八代小・第一中学校区●
現況更地　即引渡し可●

水前寺４丁目売地
980　　渥万

円
競輪場前バス停歩３分●
地９２.７６㎡（２８.０５坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿３００％●
都市ガス　上水道・下水道●
現況更地　即引渡し可●

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。

建築条件無し
土 地 特 集

徳王２丁目売地
1,980　万円
馬々鋏バス停歩５分●
地７５２.８４㎡（２２７.７３坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
西側公道　ナフコ北熊本店２８０m●
西里小・京陵中校区（北部中可）●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥

熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

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。

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

北区鶴羽田３丁目売家
1,480　万円
菊南温泉前バス停歩６分●
地２６４.４８㎡（８０坪）●
建１０２.４３㎡（３０.９８坪）Ｓ４８年１２月築●
４ＤＫ平家　姶１台●

緯０９６（３５５）１６００渥

熊本県知事（７）第３１６９号

不動産セントラル

中央区黒髪４丁目売住居付事務所

1,360　万円
立田自然公園入口バス停歩８分●
地１１３㎡　建６８.２４㎡　Ｈ４年５月築●
１Ｆ事務所・２Ｆ広々ロフト付１Ｒ　倉庫付●
Ｈ２８年５月内外改装済　姶５台●
委細応談　連絡先：０９０‐１３４９‐６６８６●

緯０９６（２２７）６１１９渥

熊本県知事（９）第２５０８号

㈲緑地所

荒尾市万田売地
250　万円

荒尾駅歩１４分●
地１８６.８１㎡（５６.５１坪）古家付●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件無　万田小・海陽中校区●
日当良好　世界遺産万田坑１.４㎞●

西区新土河原２丁目売地
960　万円

新土河原町入口バス停歩７分●
地１５４.９３㎡（実測）全２区画●
唖畑茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　白坪小・花陵中校区●
農地法届出・上水道引込工事要●

緯０９６（３２６）６２８８渥
熊本県知事（２）第４８５０号

㈱だんだんホーム
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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

桜木４丁目売家
2,150　万円
沼山津神社前バス停歩６分　姶３台●
地２１１.０９㎡（６３.８５坪）木造２階建●
建１０９.２０㎡（３３.０３坪）Ｓ６１年６月築●
H２９年７月リ済　３ＬＤＫ＋納戸　北東角地●
７/２２土２３日１２～１７時オープン●

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）

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●

合志市幾久富売家
2,490　万円
ＪＲ光の森駅歩２９分　姶３台●
地２３１.４６㎡（７０.０１坪）木造２階建●
建１２２.５５㎡（３７.０７坪）Ｓ５８年３月築●
Ｈ２９年１月全面リ済　４ＬＤＫ＋納戸●
７/２２土２３日１２～１７時オープン●

坪井１丁目売マンション
160　万円

坪井横町バス停歩３分●
挨１９.５㎡（５.８９坪）●
Ｈ３年３月築　現在空室●
哀愛１６,０００円　ＲＣ８階建６Ｆ●
逢３.７８㎡（１.１４坪）ビブレ坪井●

渡鹿５丁目売１棟マンション

5,980　万円
黒髪５丁目バス停歩５分●
地２７９.６５㎡（８４.５９坪）●
建３３２.２２㎡（１００.４９坪）●
ＲＣ造３階建　Ｈ３年８月築●
１Ｒ×１５室　利回り８.１５％可●

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）●

龍田４丁目売家
2,280　万円
迫の上バス停歩６分　３ＬＤＫ＋納戸●
地２００.０２㎡（６０.５０坪）木造２階建●
建１２７.６８㎡（３８.６２坪）Ｈ１５年１２月築●
オール電化　たつだニュータウン●
プロヴァンス風のお洒落なおうち●

緯０９６（２３２）８２０８渥
熊本県知事（３）第４２６４号

㈲コンサル

南区城南町今吉野売地
580　万円

杉上今バス停歩７分●
地３２０㎡（９６.８坪）●
唖山林茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発地域●
杉上小学校区●

宇土市上網田町売家
1,200　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

東区東野２丁目新築一戸建
各2,980　万円
健軍町電停歩１６分　南向き●
地１４９.０１㎡（４５.０７坪）販売２棟共通●
建９７.２９㎡（２９.４３坪）Ｈ２９年６月築●
木造２階建　４ＬＤＫ＋ＷＣＬ　トイレ２ヶ所●
浴室暖房乾燥機等設備充実　姶２台●

東区沼山津２丁目売地
850　万円

秋津小楠公園記念館前バス停歩２分●
地１８４㎡（５５.６６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
旗竿地　西側約６ｍ公道●
秋津小・東野中校区●

緯０９６（３３１）０３６６渥㈲ニコニコ不動産熊本県知事（３）第４４２３号

オープンハウス　１１～１６時
７/２２土２３日・２９土３０日

売買
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 宇土市高柳町売家
1,950　万円
吉野整形前バス停歩２分●
地２３３.３４㎡（７０.５８坪）●
建１３８.５２㎡（４１.９坪）Ｈ１０年３月築●
３方道路　駐車場４台可●
木造２階建て（５ＬＤＫ）●

緯０９６（２３７）７７５６渥株式会社ピエス熊本県知事（１）第５１１０号

オープンハウス
７/２２土１２：００～１７：００
７/２３日１１：００～１６：００

泗水町吉富売家
750　万円

伝承館前バス停歩１４分●
地２８１.００㎡（８５.００坪）●
建１２３.２４㎡（３７.２８坪）Ｈ３年１１月築●
木造セメント瓦葺２階建●
現状渡し、空家、引渡し時期相談●

緯０９６（３８２）０５１４渥

熊本県知事（７）第３１５１号

㈱芙蓉建設

阿蘇市永草売家
1,680　万円
内牧駅前バス停歩２５分●
地４６７㎡（１４１.２６坪）●
建１２０㎡（３６.３坪）程度良●
Ｈ１７年８月築　未使用住宅●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　トイレ２ヶ所●

緯０９６７（３２）０７８９渥

熊本県知事（５）第３９１７号

名小西製材所 緯０９６６（２２）２３１１渥
熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱

人吉市鬼木町売家
1,300　万円
人吉電力所前バス停歩１２分●
地３２１.３６㎡（９７.２１坪）●
建１３５.５８㎡（４１.０１坪）Ｈ６年２月築●
木造瓦葺２階建　閑静住宅地●
５ＬＤＫ　カーポート有● 土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

合志市須屋売家
1,780　万円
川添バス停歩５分　５ＤＫ●
地２３１.００㎡（６９.８７坪）姶２台●
建１１０.００㎡（３３.２７坪）Ｓ６０年８月築●
軽量鉄骨造　H２９年１月全面リ済●
西須屋団地内　西合志南小校区●

合志市幾久富売家
2,300　万円
永江団地バス停歩５分●
地２６７.５０㎡（８０.９１坪）姶３台可●
建１３９.９０㎡（４２.３１坪）Ｓ５４年３月築●
５ＬＤＫ＋広縁　H２８年７月全面リ済●
耐震基準適合住宅減税有●

緯０９６（３８５）３３０１握
熊本県知事（７）第３２６９号

㈱明京

西区新土河原２丁目新築一戸建
1,999　万円
新土河原バス停歩９分　白坪小・花陵中●
地１４９.６０㎡（４５.２５坪）木造２階建●
建９８.０１㎡（２９.６４坪）Ｈ２９年４月築●
４ＬＤＫ　姶３台可　周辺商業施設充実●
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
７/２２土２３日１１：００～１７：００


