
西区春日６丁目売地
540　万円

春日６丁目バス停歩３分●
地１８１.００㎡（５４.７５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
角地　眺望良し　閑静な住宅地●
現況更地　春日小・花陵中校区●

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建熊本県知事（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

解体予定の建物も　ぜひ一度　ご相談下さい。

菊池市西寺売家
2,500　万円
保育園前バス停歩７分（５００ｍ）●
地４４４.５７㎡（１３４.５坪）●
建１６８.４㎡（５０.９坪）Ｈ１８年１月築●
薪ストーブで冬は暖か♪●
セブンイレブンまで４００ｍ●

緯０９６８（２３）７１００渥
熊本県知事（４）第４２４８号

コーエイ㈱

９月１６・１７日でオープンハウス開催　！ 大津町引水売家
1,180　万円
東引の水バス停歩１分●
地２３２.６５㎡（７０.３７坪）木造１階建●
建９７.４４㎡（２９.４７坪）Ｓ５０年１２月築●
４ＤＫ　姶有　北側公道●
大津小・大津中校区●

国府３丁目売家
4,100　万円
新水前寺駅歩１０分●
地１８２.８６㎡（５５.３坪）●
建１２２.９７㎡（３７.１９坪）●
木造２階建　Ｈ２７年１２月築●
４ＬＤＫ　姶３台可　西側公道●

緯０９６（２７９）３８８９渥
熊本県知事（６）第３４１６号

㈲ライフプランニング

荒尾市金山売地
3,522.8　万円
一里木バス停歩１分●
地１,４５５.７１㎡（４４０坪）三方道路●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建物有　現況渡し　詳細相談可●
国道２０８号沿い　店舗・事務所向●

緯０９６（３８５）７７５８渥
熊本県知事（６）第３５０５号

㈲クリエイト

西原村河原売地
363.45　　握万

円
門出バス停歩９分　龍神の郷●
地２５５.６４㎡（７７.３３坪）　建築条件無●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
高台　眺望良　河原小・西原中校区●
分筆杭代金１０万円・水道加入金２０万円要●

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
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/

長嶺東２丁目売地
2,980　万円
古閑バス停歩３分●
地３７３.５４㎡（１１２.９９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
東南角地、閑静な住宅地●
託麻南小・長嶺中校区●

出仲間７丁目売地
1,792　万円
出仲間バス停歩４分●
地２０１.６３㎡（６０.９９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●

緯０９６（３４２）６５５５渥国土交通大臣（１）第００８４３２号

合志市須屋売家
2,990　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●

㈱明和不動産中古住宅専門店　ガラリト

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●

西原１丁目売マンション
1,580　万円
西原小学校前バス停歩１分●
挨６７.７㎡　Ｈ１９年７月築●
哀愛１３,６００円　１０階建４Ｆ●
東バイパス近隣で買物便利な好立地　！●
室内設備充実　！　平置駐車場　！　ペット相談可　！●

錆０１２０（０９４）８８８渥イエステーション熊本東店㈱すがコーポレーション国土交通大臣（１）第００９０３３号

秋津２丁目売家
2,230　万円
中無田バス停歩５分●
地２１８.５１㎡（６６.１坪）木造２階建●
建１４５.２５㎡（４３.９３坪）H１６年1月築●
H１６年築のとてもキレイなお家です　！●
５LDK　！　日当たり良好　！●
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緯０９６（３３８）５９３６渥シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

清水新地３丁目売地
2,227　万円
北門バス停歩２分　城北小・清水中●
地４４６㎡（１３４.９２坪）東南角地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建条付・店舗、事務所用地適●
グリーンコープ３５０ｍ・セブンイレブン８０ｍ●

山鹿市山鹿売地
600　万円

市民医療センター前バス停歩７分●
地２３１.２３㎡（６９.９４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
古家有　引渡し相談●
建築条件無　２方道路●

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●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

南区八幡９丁目売家
1,100　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）　P有●
H２９年３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渥
携帯０９０（８７６０）４６３８

中央区南熊本３丁目売地
3,175　万円
南熊本駅歩２分●
地２０９.９１㎡（６３.４９坪）●
唖宅地茜商業●
娃８０％阿４００％●
３.３㎡（坪）５０万円●

西区谷尾崎町売地
988　万円

谷尾崎バス停歩３分●
地２５１㎡（７６坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
整地渡し●

美里町堅志田売地
88　万円

堅志田バス停歩５分●
地１３２.５７㎡（４０.１坪）●
唖宅地茜区域外●
建築可●

緯０９６（３２４）２９１０渥

熊本県知事（４）第４１１３号

㈱ホリゾン

中央区大江６丁目売地
3,168　万円
変電所前バス停歩２分●
地２１８.２４㎡（６６.０１坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
前面南道路１０ｍ巾員市道間口１１.６ｍ●
建物有　解体更地渡し可●

緯０９６（３７９）１００１渥

熊本県知事（７）第３１６５号

㈲三真土地建物

北区龍田８丁目売家
1,880　万円
産交・二里木バス停歩３分●
地３１７㎡（９６坪）●
建１３２㎡（４０坪）Ｓ６３年１月築●
軽量鉄骨造２階建　５ＬＤＫ●
龍田小・龍田中●

緯０９６（２７６）０３０８渥

熊本県知事（６）第３５７９号

㈲光和不動産開発

不知火町柏原売家
650　万円

御領団地前バス停歩５分●
地２８９.４２㎡（８７.５４坪）角地●
建８８㎡（２６.６２坪）Ｓ５４年１１月築●
軽量鉄骨造平屋建　３ＬＤＫ　姶２台●
松橋駅約８５０ｍ　不知火小・中校区●

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

中央区帯山４丁目売地
2,013　万円
県営帯山団地前バス停歩２分●
地２３７.７６㎡（７１.９２坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
建築条件なし●

緯０９６（３５５）６７８０渥
熊本県知事（７）第３１７３号

㈲下田不動産

閑静な住宅地

黒髪５丁目売家
3,200　万円
立田自然公園入口バス停歩３分●
地１７５.６２㎡（５３.１２坪）●
建１２４.２０㎡（３７.５６坪）Ｈ２３年６月築●
南向　オール電化　買交便良　居住中●
熊大まで６ｍ　黒髪小・桜山中校区●

緯０９６（３６９）１６９７渥
熊本県知事（２）第４８１８号

㈱環境開発計画

●築６年のきれいな家
●長期優良準耐火構造
●平成２３年建築時瑕疵
　担保責任保険付
　（Ｈ３３年７月迄）
●太陽光売電収入有り
●４ＬＤＫ＋Ｗ・Ｉ・ＣＬ×２

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　!賃貸

緯０９６６（２２）２３１１握
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！！

人吉市願成寺町貸マンション
月額6.6　万円
上新町バス停歩３分　保証金２２.８万円●
挨５７.２３㎡　２ＬＤＫ　Ｈ２６年１０月築●
ＲＣ４階建４Ｆ　姶６,０００円　葵４,０００円●
要家財保険加入　インナーバルコニー付●
エレベーター、オートロック、セキュリティーカメラ●

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

東区三郎１丁目売地
1,000　万円
東灰塚バス停歩４分●
地１４４.１１㎡（４３.５９坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
間口５ｍ　奥広の形成地です●
姶２台　床面積９９㎡（３０坪）建築可能●

錆０１２０（６４）６６９４握

国土交通大臣（１）第８５０７号

株式会社　コスモピア

甲佐町府領売地
400　万円

北原バス停歩４分●
地３０６.８８㎡（９２.８３坪）●
唖宅地茜無指定　建築可●
定住促進助成金制度有り●
乙女小・甲佐中校区●

北区四方寄町売地
1,100　万円
葉山団地南バス停歩４分●
地３４３.０８㎡（１０３.７８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
日当良好・スーパー迄５８０ｍ●
北部東小・北部中校区●

緯０９６（２９５）４６８８渥
熊本県知事（７）第３０３７号

㈱明日香リアルティ

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。


