
北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西区池田２丁目新築一戸建
2,399　万円
電鉄池田駅歩８分　姶２台●
地１７６.０４㎡（５３.２５坪）木造２階建●
建１０４.４８㎡（３１.６０坪）Ｈ２９年５月築●
４ＬＤＫ　南向き　フラット３５適合証明書●
省エネ給湯器　池田小・京陵中校区●

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
８/５土６日１１：００～１７：００ 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　姶２台●
総タイル張り　きれいな家● ６LDKの広々間取り

緯０９６（３４４）６１１０渥㈲サンアイ不動産熊本県知事（７）第３１８０号

菊陽町久保田売地
2,568　万円
農協中央支所入口バス停歩２分●
地４０５.４２㎡（１２２.６４坪）●
唖畑茜一中娃５０％阿１００％●
菊陽中部小・菊陽中●
住宅用地適　東側６.７ｍ公道　日当り良●

中央区下通１丁目貸店舗
月額14.04　万円
下通筋バス停歩２分●
挨４３㎡（１３坪）●
Ｓ６２年１１月築　穐１ヶ月●
鉄骨造１８階建６Ｆ　エレベータ有●
スナック・ショットバー可●

中央区船場３丁目貸店舗
月額10.8　万円
慶徳校電停歩３分●
挨８２㎡（２４.８０坪）●
Ｓ４６年６月築　穐１ヶ月●
ＳＲＣ６階建１Ｆ　即入居可●
旧カラオケ店●

緯０９６（３３９）２０９１渥
熊本県知事（１５）第２２１号

㈲西島不動産

泗水町吉富新築一戸建
1,870　　万円

（
税
込
）富の原バス停歩８分　姶３台可●

地２１９.５１㎡（６６.４０坪）木造平屋建●
建７５.３５㎡（２２.７９坪）Ｈ２９年４月築●
３ＬＤＫ　ＴＲＣダンパー採用の制震構造●
広々サンテラス・全室照明器具付●

緯０９６８（３８）１２１１握

熊本県知事（３）第４３３３号

㈲泗水不動産

東区京塚本町売家
1,650　万円
京塚バス停歩３分●
地１３３.８１㎡（４０.４７坪）●
建２０９.８１㎡（６３.４６坪）Ｓ５３年１２月築●
鉄骨造３階建の６ＬＤＫ　姶２台●
尾ノ上小約５４０ｍ・錦ヶ丘中校区●

緯０９６（３５１）１８７２渥
熊本県知事（２）第４８９０号

㈱いえランド

南西角地　屋上有 合志市須屋売家
2,180　万円
ユトリック団地入口バス停歩２分●
地２０７.５９㎡（６２.７９坪）５Ｋ●
建１４２.０２㎡（４２.９６坪）Ｈ１３年１１月築●
ツーバイフォー工法　温泉付●
姶３台可　閑静住宅地●

楠野町貸家
月額6　万円

古閑小屋バス停歩１２分●
建９９㎡（２９.９４坪）●
Ｓ５５年３月築　木造瓦葺２階建●
穐２ヶ月　姶１台込（近隣にも有）●
５ＤＫ　南向き　庭付●

緯０９６（２８８）２２４５渥
熊本県知事（３）第４４８６号

飛翔不動産

下南部３丁目新築一戸建
2,998　万円
下南部バス停歩５分　姶４台可●
地２１０.３２㎡（６３.６２坪）木造２階建●
建１０５.９９㎡（３２.０６坪）Ｈ２９年１２月完予●
４ＬＤＫ　日当良好　下南部３丁目１５‐１０８●
８/６日１１～１６時オープンハウス●

大窪４丁目売アパート
5,600　万円
化血研バス停歩２分　２棟有●
地１,２０４.６２㎡（３６４.３９坪）●
建２１１.９８㎡（１Ｒ×６）・１６４.５６㎡（３ＤＫ×４）●
大和ハウス施工　Ｈ２年９月築　２階建●
満室時年収５３０万円可　利回り９.４７％可●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥
熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

萩原町売家
4,762　万円
ガス会社前バス停歩２分●
地３８１.８８㎡（１１５.５１坪）姶有●
建１２１.５２㎡（３６.７５坪）Ｈ９年７月築●
軽量鉄骨造３階建　５ＬＤＫ＋納戸●
セキスイハイムの家　春竹小・江原中●

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）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　スーパー近隣●
託麻西小・西原中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号

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
http://www.best-green.jp

合志市幾久富売店舗付住居

2,600　万円
永江団地公民館前バス停歩３分●
地２６９.８８㎡（８１.６３坪）鉄骨造２階建●
建２００.００㎡（６０.５０坪）Ｈ９年２月築●
３ＬＤＫ＋店舗●
合志南ヶ丘小・合志中校区●

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。

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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１２.５％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●

熊本県知事（１）第５２１６号

㈲熊コーポレーション
ゆう 緯０９６（３８４）６１２３渥

［熊コーポレーション］で検索

中央区萩原町売地
1,680　万円
萩原バス停歩１分●
地４２０.２１㎡（１２７.１１坪）●
唖宅地茜工業娃６０％阿２００％●
建物あり　地形上分割不可●
道路持分なし●

緯０９６（２１４）８５６０渥
熊本県知事（４）第４１２９号

㈲毎日不動産

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）●

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

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 甲佐町府領売家
1,200　万円
北原バス停歩４分　姶４台●
地２２４.７５㎡（６７.９８坪）木造２階建●
建８０.３２㎡（２４.２９坪）Ｈ２２年９月築●
H２９年５月リフォーム済●
ナビ検索/甲佐町府領９０３‐３●

緯０９６（２１３）０８００渥
熊本県知事（２）第４６４５号

財形住宅㈱

オープンハウス
８/５土１３：００～１８：００
８/６日１１：００～１６：００

西区戸坂町売家
2,980　万円
戸坂バス停歩５分　区画整理地内●
地２６３.０㎡（７９.５６坪）北西角地●
建１４９.３７㎡（４５.１８坪）Ｈ６年６月築●
４ＤＫ＋納戸・事務所　ＢＢＱスペース有●
Ｈ２８年１２月内外装リフォーム済　姶３台●
熊本県知事（７）第３０３４号

㈲フローレンス

オープンハウス
８/５土６日１１：００～１６：００

戸坂町１‐４６カーナビ検索

緯０９６（３１２）８２１０渥
お気軽にお問合せ下さい

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

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●

大窪３丁目売地
1,500　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●

京塚本町売地
1,330　万円
京塚バス停歩３分●
地１３９.０６㎡（４２.０６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
九州音楽京塚幼稚園３２０ｍ　環境良し●
整形地　尾ノ上小・錦ヶ丘中校区●

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●

帯山９丁目売家
3,480　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
2,950　万円
黒石団地東バス停歩３分●
地２１６.２２㎡（６５.４０坪）３LDK+納戸●
建９６.７９㎡（２９.２７坪）Ｈ２７年１月築●
カーポートウッドデッキ付き対面キッチン●
２面道路角地　西合志東小・南中校区●

植木町一木売家
1,790　万円
五霊中学校前バス停歩１０分●
地１４９.００㎡（４５.０７坪）●
建８１.１４㎡（２４.５４坪）Ｈ２７年５月築●
３LDK　姶３台可　北西角地●
植木小・五霊中校区●

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●

龍田２丁目売地
1,080　万円
上立田バス停歩５分●
地２６８.００㎡（８１.０７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
眺望良し　！　南北二面道路●
閑静な住宅地　龍田小・中校区●

春日１丁目売マンション

5,600　万円
熊本駅歩２分●
挨１００.４９㎡（３０.３９坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２４年２月築　ザ・熊本タワー●
哀愛２９,３００円姶１５,２００円（２台）　３６階建２０Ｆ●
眺望良し　南東角部屋●

健軍１丁目売地
2,760　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●

長嶺東２丁目売マンション

1,280　万円
東八反田バス停歩８分●
挨８６.３８㎡（２６.１２坪）Ｈ６年１月築　●
ハウベストマンション長嶺２番館　１０階建９Ｆ●
哀愛１７,７２０円姶５,０００円●
託麻南小・長嶺中校区　マックスバリュ約６５０m●

緯０９６（３４２）６５５５渥
ガラリト熊本　検索

オープンハウス８/５土６日１１時～１６時

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

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

相続・資産売却等で
お考えの方、是非ご相談下さい

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地中古住宅・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地アパート用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等テナント用地等ををををををををををををををををををををを
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。。

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

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

植木町一木売地
1,700　　渥万

円
五霊中学校前バス停歩１０分●
地４３２㎡（１３０.６８坪）更地●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
日当良好　建築条件無　広々敷地●
南西角地　植木小・五霊中校区

池田２丁目売家
3,880　　渥万

円
電鉄池田駅歩２分●
地３３０.５６㎡（９９.９９坪）木造２階建●
建１８８.５１㎡（５７.０２坪）Ｈ２０年１２月築●
カーポート・バイクガレージ付●

６ＬＤＫ＋納戸・ＷＩＣ　オール電化

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

菊陽町辛川売家
1,840　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●

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
1,180　万円
榎団地西口バス停歩７分●
地１９３.２６㎡（５８.４６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●

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●

E‐Life不動産㈱熊本県知事（２）第４６８２号
中央区帯山６‐７‐６７

オープンハウス
８/５土６日１２：００～１６：００

緯０９６（２８４）１８９９渥
http：//www.e‐life‐e.jp

Ⓟ３台
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緯０９６（２００）７２２２

熊本県知事（１）第５２３４号

Ｋ不動産

不動産の売却を
お考えの方

お気軽にご連絡下さい。
査定無料　秘密厳守

売 地 売 家
売マンション

高森町色見売別荘
1,080　万円
色見保育所前バス停歩２４分　姶２台●
地６４８㎡（１９６坪）木造２階建●
建６９.５５㎡（２１.０３坪）Ｈ１９年４月築●
２ＬＤＫ　照明・カーテン・家具・家電一部付●
薪ストーブ・ウッドデッキ有　高森中央小・高森中●

緯０９６（３３９）１４８３渥

熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

尾ノ上３丁目売マンション
1,320　万円
灰塚バス停歩２分●
挨７７.６９㎡　Ｈ７年６月築●
哀愛１１,２５０円　８階建７Ｆ●
７階部分で眺望良好の広 リ々ビング　！●
買物・交通・学校等周辺環境良好●
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 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●

事業用
福岡県太宰府市朱雀売店舗

8,800　万円
西鉄バス　筑陽学園前バス停歩１分●
地５１４.２０㎡　建３２４.５３㎡●
Ｈ２１年１１月築　焼肉店盛業中!!●
国道３号線面す　！　設備譲渡応相談 ！●
視認性大!!三方接道!!駐車多数有　！●

緯０９２（７７１）１０００渥

国土交通大臣（２）第７９１２号

㈱三好不動産

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

北区室園町売家
1,680　　万円

（
税
込
）篠原バス停歩２分●

地２３１.４０㎡（６９.９９坪）実測２７７㎡●
建１５４.９９㎡（４６.８５坪）Ｓ３９年３月築●
鉄筋コンクリート２階建　２世帯可●
７ＤＫ　万石バス通り沿い●

緯０９６（３８２）３２６７渥

熊本県知事（１０）第２１６４号

㈲アナミ宅建企画

緯０９６（３５８）０００６渥
熊本県知事（１４）第５０４号

全九殖産㈱

西区春日５丁目売地
1億4,000　万円
熊本駅歩７分●
地３,１００.６３㎡（９３７.９３坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件なし●
老人ホーム向き●

西区春日４丁目売地
2,856　万円
熊本駅歩９分●
地２６９.７８㎡（８１.６０坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
現在月極駐車場　解約して現状渡し●
春日小・花陵中校区●

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●

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●

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●

八代郡氷川町売地
2,600　万円
法道寺バス停歩１分●
地２,８１７.８３㎡（８５２.３９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
事業用地可　現況更地●
竜北東小、竜北中校区●

益城町惣領売家
1,680　　万円

（
税
込
）

広安小学校入口バス停歩２分●
地２０５.９２㎡（６２.２９坪）木造平家建●
建５８.０６㎡（１７.５６坪）Ｓ４８年７月築●
２ＬＤＫ＋納戸＋広縁　水回り新品●
Ｈ２９年７月内外装リフォーム済●
熊本県知事（１０）第２１３４号

㈱みた商事

益城町惣領１３２３‐５検索

オープンハウス
８/５土６日１０：００～１６：００

緯０９６（３６８）３３９６握
　０９０（５３８１）８２７７

中央区春竹町売地
2,878　万円
琴平神社、江原中学前バス停歩３分●
地４２３.１４㎡（１２７.９９坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
更地　環境良し●
春竹小・江原中校区●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（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

北区清水本町売地
1,400　万円
亀井橋バス停歩７分●
地２１２.４㎡（６４.２５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
解体更地渡し　環境良し●
清水小、竜南中校区●

松橋町久具売地
550　万円

久具バス停歩５分●
地２１５.１４㎡（６５.０７坪）更地●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
古家有　当尾小・松橋中校区●
プロパンガス　上水道　下水道●

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　!

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●
８/５土６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
1,500　万円
沖野バス停歩５分　４ＬＤＫ●
地２１８.９０㎡（６６.２１坪）木造２階建●
建１３３.５６㎡（４０.４０坪）Ｓ５８年４月築●
閑静な住宅街　生活利便性良●
南ヶ丘小・合志中校区●

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●

細工町４丁目売マンション
130　万円

祗園橋バス停歩２分●
挨１６.６８㎡（５.０４坪）１Ｒ●
Ｈ３年４月築　フォルム細工町●
哀愛５,７４０円　ＲＣ８階建４Ｆ●
賃貸中　表面利回り２０.２％可●

中央区保田窪２丁目新築一戸建
3,180　万円
保田窪二丁目バス停歩３分●
地１３７.７８㎡（４１.６７坪）木造２階建●
建１０２.００㎡（３０.８５坪）Ｈ２９年１月築●
４ＬＤＫ　オール電化　エアコン２台●
帯山西小校区　姶２台可●

作州不動産株式会社　熊本支店 錆０１２０（５４３）８５５渥国土交通大臣（１）第８５６４号

北
部
東
小
・
北
部
中
校
区

随
時
ご
案
内
で
き
ま
す 北区鶴羽田４丁目１‐１３ナビ検索 中央区保田窪２丁目４‐４１ナビ検索

北区鶴羽田４丁目新築一戸建

3,080　➡2,980　万
円

万
円

鶴バス停歩３分　４LDK　姶４台可●
地２０４.２８㎡（６１.７９坪）木造２階建●
建１０２.００㎡（３０.８５坪）Ｈ２９年４月築●
長期優良住宅　耐震等級３　オール電化●

旧価格公示日H２９年１月１日 新価格公示日H２９年８月４日

オープンハウス８/５土６日１３：００～１８：００ オープンハウス８/５土６日１３：００～１８：００
長
期
優
良
住
宅

耐
震
等
級
３

帯山西小校区


