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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　!

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●
８/１９土２０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●

帯山４丁目売地
1,320　万円
帯山小学校入口バス停歩１分●
地１２４.４７㎡（３７.６５坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％　更地●
西側公道幅員約６.８ｍ●

打越町売地
1,580　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　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　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　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　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　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

楠野町売家
1,080　万円
古閑小屋バス停歩３分●
地１５２.０８㎡（４６坪）木造２階建●
建８６.９４㎡（２６.２９坪）Ｈ１年１２月築●
３ＬＤＫ　姶２台　西側４ｍ公道●
閑静な住宅街　川上小・北部中

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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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渥

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

植木町一木売地
1,700　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　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

山鹿市熊入町売地
680　万円

ゆめマート山鹿店バス停歩７分●
地２０７.９６㎡（６２.９坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿１２０％●
八幡小・山鹿中校区　利便性良好●
建築条件無　分譲地内　整形地

緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

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

解体予定の建物も　ぜひ一度　ご相談下さい。

御幸木部３丁目売地
1,060　万円
御幸木部町バス停歩４分●
地５７６.８㎡（１７４.４８坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発　一般住宅建築可●
御幸小、託麻中校区　家庭菜園可●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９握熊本県知事（５）第３８７４号

南高江１丁目売地
1,276　万円
合志町バス停歩２分●
地２４１.１９㎡（７２.９５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
城南小１,２００ｍ　城南中１,６００ｍ●
そよかぜ保育園５０ｍ　残り１区画●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

南区浜口町売家
2,480　万円
孫代バス停歩６分　耐震基準適合住宅●
地７０９.６５㎡（２１４.６６坪）木造平家建●
建１４０.８１㎡（４２.５９坪）Ｓ５８年２月築●
６ＬＤＫ　姶６台　飽田東小・飽田中●
Ｈ１９年９月増改築済　太陽光発電４kw●

益城町安永売地
770　万円

安永バス停歩７分●
地２１１.８１㎡（６４.０７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
西側約６ｍ公道　更地●
広安小・益城中校区●

西区上高橋２丁目売地
682　万円

高橋中間バス停歩４分●
地１６１.０㎡（４８.７坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
現況渡し　南面道路●

中央区出水５丁目売地
1,690　万円
出水中学校前バス停歩１０分●
地２４３.０㎡（７３.５坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
古家付き　現況渡し●

緯０９６（３２５）４７５３渥
熊本県知事（１２）第１０３５号

㈲山口不動産

南区八幡９丁目売家
1,100　　渥万

円
熊農前バス停歩１０分●
地２１３㎡（６４坪）平屋建●
建８９㎡（２７坪）Ｓ４７年１月築●
４DK（６・６・６・４.５・DK）●
H２９年２月一部リフォーム済●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１０）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６
携帯０９０（８７６０）４６３８

北区津浦町売地
700　　握万

円
津の浦公民館前バス停歩１０分●
地２８８.１２㎡（８７.３坪）●
唖宅地茜準住●
娃６０％阿２００％●
高台　駐車１台●

下通１丁目売マンション
300　　渥万

円
下通筋バス停歩２分●
挨３２.２６㎡（９.７６坪）●
Ｓ５１年９月築　事務所に適●
哀愛１５,４００円　８階建５Ｆ●
Ｈ２９年７月リフォーム済●

大牟田市手鎌売地
500　万円

手鎌バス停歩１分●
地３３９.５９㎡（１０２.７２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）４.８６万円　全２区画●
建築条件無　手鎌小・甘木中●

南区川尻２丁目売地
780　万円

川尻駅歩９分●
地４０６㎡（１２２.８１坪）●
唖雑種地茜調整　建築不可●
西側６ｍ公道　３.３㎡（坪）６.３万円●
家庭菜園・資材置場等適●

南区浜口町売地
4,980　万円
保徳寺バス停歩１分●
地２,３６１㎡（７１４.２０坪）県道沿●
唖雑種地茜調整娃３０％阿８０％●
北側５ｍ・東側８ｍ公道　３.３㎡（坪）６.９万円●
集落内開発区域　飽田西小・飽田中●

㈱エステートジャパン 緯０９６（３８４）５４００渥熊本県知事（１０）第１９８０号

北区梶尾町売家
1,230　万円
鶴の原北口バス停歩１分●
地２５８.８１㎡（７８.２９坪）木造平家建●
建１２５.１４㎡（３７.８５坪）Ｈ２年１月築●
４Ｋ＋茶室　温泉権利付　南西角地●
開発団地内　北部東小・北部中校区●

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

緯０９６（３５５）１３００
［コウナンレクセル］で検索㈱コウナン・レクセル　上通り並木坂事務所熊本県知事（７）第３３６１号

『求めています!!　マンション!!』
売主様・貸主様からの仲介手数料・広告料は

一切頂きません!
売買・賃貸とも売主・貸主様のエージェントとして

営業を行います

黒髪６丁目売地
450　　握万

円
上宇留毛バス停歩４分●
地８３.５８㎡（２５.２８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　黒髪小・桜山中校区●
南西側２.３～４.４ｍ道路●

甲佐町大町売地
500　　渥万

円
甲佐高校前バス停歩４分●
地３７６.５４㎡（１１３.９０坪）●
唖宅地茜無指定　小屋有　建築可●
建築条件無　甲佐小・甲佐中校区●
県道沿　日当良好　若草保育園３２０ｍ●

小島３丁目売地
680　　渥万

円
小島上町バス停歩３分●
地３７６.８２㎡（１１３.９８坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
建築条件無　小島小・城西中校区●
セットバック要　集落内開発区域内●

横手１丁目売地
1,100　　渥万

円
西山中学校前バス停歩４分●
地１３５.５３㎡（４０.９９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　一新小・西山中校区●
北側４.５ｍ公道　井戸有　現況渡し●

グッドホーム熊本　グッドハート㈱ 錆０１２０（９２７）１７２熊本県知事（１）第５０７７号

田舎不動産のセブン熊本県知事（６）第３４０８号

田舎の家/土地求む！求む！求む！求む！
使わなくなった別荘/山林原野
帰らなくなった郷里の家/宅地

県内
全域

緯０９６（３２４）４３２１
［田舎暮らしセブン］で検索

合志市幾久富売家
1,680　万円
杉並台バス停歩４分●
地２００.００㎡（６０.５０坪）６ＤＫ　姶２台可●
建１０６.００㎡（３２.０６坪）Ｓ５１年３月築●
Ｈ２９年８月リフォーム済　ダイレックス７００ｍ●
鮮ど市場７８０ｍ　南ヶ丘小・合志中校区●

大津町美咲野３丁目売家
2,350　万円
美咲野団地バス停歩７分●
地２６１.３５㎡（７９.０５坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１１４.８１㎡（３４.７３坪）Ｈ２３年１２月築●
丸山住宅の家　オール電化　姶２台可●
環境良し♪　美咲野小・大津北中校区●

春日４丁目売地
1,350　万円
春日寺前バス停歩８分●
地４４７.００㎡（１３５.２１坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
熊本駅８３０ｍ　高台からの眺望良し☆●
セブンイレブン３５０ｍ　春日小・花陵中校区●

良町４丁目売地
960　万円

良町バス停歩３分●
地１３２.４８㎡（４０.０７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
３方角地（南・東・西）　建築条件なし●
浜線健康パーク３４０ｍ　田迎南小・託麻中校区●

緯０９６（３４２）６５５５渥国土交通大臣（１）第００８４３２号

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●

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●

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●

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●

㈱明和不動産 ガラリト熊本　検索中古住宅専門店　ガラリト

オープンハウス８/１９土２０日１１：００～１６：００ オープンルーム
８/１９土２０日１１：００～１６：００
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売買
御領４丁目売地

4,376.88　万円
御領バス停歩１分●
地８０３.８６㎡（２４３.１６坪）●
唖宅地茜一中・二中娃６０％●
阿１５０％・２００％　公共下水引込済●
アパート・マンション適　日当良●

緯０９６（３８０）５１２４渥

熊本県知事（４）第４０９８号

㈲渡辺宅建

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

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。

賃貸
長嶺東７丁目貸家

月額5　万円
一本木バス停歩１分●
建５４.６５㎡　３DK　姶１台込●
S５４年３月築　公共下水道●
葵無　託麻総合出張所近隣●
穐２ヶ月　H２９年６月リフォーム済●

緯０９６（３８０）５１２４旭

熊本県知事（４）第４０９８号

㈲渡辺宅建 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！！

人吉市下薩摩瀬町貸マンション
月額5.7　万円
カルチャーパレス前バス停歩１１分●
挨４４.７９㎡　１ＬＤＫ●
Ｈ２５年３月築　ＲＣ５階建１Ｆ●
オートロック　家財保険加入要●
日当良好　保証金１７.１万円●


