
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●

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●

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

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）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
建築条件なし　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。

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●

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（３５５）１６００渥
熊本県知事（７）第３１６９号

不動産セントラル

南区富合町莎﨑売家
750　万円

平木バス停歩１５分●
地４１４.７㎡（１２５.４４坪）●
建１２８.０６㎡（３８.７３坪）●
Ｓ５１年１１月築　６DK●
木造セメント２階建●

北区鶴羽田３丁目売家
1,480　万円
菊南温泉前バス停歩５分●
地２６４.４８㎡（８０坪）●
建１０２.４３㎡（３０.９８坪）●
Ｓ４８年１２月築　４ＤＫ　姶１台●
平家建　温泉源泉付（別途）●

龍田４丁目売家
2,480　万円
龍田ニュータウン前バス停歩４分●
地２１０.０８㎡（６３.５４坪）●
建１３７㎡（４１.４４坪）Ｈ１１年１０月築●
軽量鉄骨造２階建　大和ハウス施工●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　姶並列２台（カーポート付）●

富合町杉島売家
2,980　万円
緑川橋バス停歩６分●
地７０５.７３㎡（２１３.４８坪）木造２階建●
建１９５.７９㎡（５９.２２坪）Ｈ１年１１月築●
５ＬＤＫ＋ＷＩＣ・納戸　坪庭付●
東南角地　富合小・富合中校区●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥
熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ緯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7.7　万円
北泉田町バス停歩２分●
挨６４.７５㎡（１９.５８坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１６年９月築　ＲＣ６階建３Ｆ●
保証金２４万円　保険加入要●
駐車場２台込　床下収納●

御船町辺田見売地
980　万円

辺田見バス停歩７分●
地３３０.３３㎡（９９.９２坪）更地●
唖宅地茜一中娃５０％阿１００％●
北東４ｍ道路　御船小・御船中校区●
ドラッグストアモリ３００ｍ●

緯０９６（２３７）１４４７渥

熊本県知事（５）第３９６５号

西田商事

中央区京町２丁目売地
3,500　万円
裁判所前バス停歩２分●
地２３３.７８㎡（７０.７坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
現況駐車場　建築条件なし●

緯０９６（３６６）５５１５渥

熊本県知事（８）第２７８２号

㈲天草不動産商会

菊陽町津久礼売家
1,750　万円
三里木駅歩６分●
地１７３.４８㎡（５２.５坪）●
建１１１.７９㎡（３３.８坪）Ｈ１２年８月築●
銀行・ショッピングセンター・●
駅・徒歩圏内　菊陽西小校区

緯０９６（２３３）１２３７渥

熊本県知事（３）第４３８５号

㈲大輝不動産

中央区黒髪４丁目売家
4,500　万円
立田自然公園バス停歩１０分●
地８５４㎡（２５８坪）●
建１２０㎡（３６坪）●
南向面　Ｓ４６年４月築●
眺望良好　熊本城望む●

緯０９６（３８８）１１８１渥

熊本県知事（１５）第１５１号

清住土地㈱

松橋町浦川内売地
150　万円

南田バス停歩２０分●
地２０４㎡（６１.７１坪）●
唖雑種地茜工業娃６０％阿２００％●
前面道路上水道有　建築条件無●
当尾小まで５６０ｍ●

花立５丁目売地
2,180　万円
山立窪バス停歩５分●
地２４７.８８㎡（７４.９８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件なし　更地●
湖東学園・東部幼稚園近隣●

緯０９６４（３３）２７５５渥
熊本県知事（９）第２４０１号

西山地所

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）　P１台可●
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

東区花立５丁目売地
1,426　万円
山立窪バス停歩３分●
地１７４.２５㎡（５２.７１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
別途下水道負担金３４,８５０円要●
３.３㎡（坪）２７万円●

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％●
造成完了（１号地）●

緯０９６（３３１）０３６６渥㈱ニコニコ不動産

三角町戸馳売家
1,280　万円
黒崎バス停歩１８分　家庭菜園可●
地５６０.１８㎡（１６９.４坪）木造２階建●
建１１７㎡（３５.３９坪）Ｈ１３年３月築●
２ＬＤＫ　車庫付　永住も別荘にも適●
屋根裏収納有　すぐ釣りできます●

熊本県知事（３）第４４２３号

オープンハウス９/２３土２４日１１：００～１６：００

宇城市三角町戸馳２３０６‐２ナビ検索

２
F
／
洋
　
帖
・
バ
ル
コ
ニ
ー

１２

当
日
は
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
の
案

内
を
目
印
に
ご
来
場
下
さ
い

日
程
の
都
合
が
合
わ
な
い
方

は
、
後
日
案
内
可
能
で
す

南区合志２丁目売家
2,380　万円
ＪＲ西熊本駅歩１２分　姶２台可●
地１５２.０７㎡（４６.００坪）木造２階建●
建１０３.９１㎡（３１.４３坪）Ｈ１７年１０月築●
４ＬＤＫ　区画整理地内の北東角地●
キレイなお家です　力合小・中校区●

緯０９６（３８３）３６６３渥株式会社ハウス熊本県知事（１）第５００７号

オープンハウス９/２３土２４日１１：００～１７：００

合志２丁目１２‐２７ナビ検索Ｈ２９年８月全室クロス張替

植木町鐙田売地
580　万円

ＪＲ植木駅歩４分●
地４５５.１８㎡（１３７.６９坪）南面道路●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度指定区域●
建築条件なし　桜井小校区●

植木町鐙田新築一戸建
1,771　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２４４.６８㎡（７４.０１坪）●
建８１.１６㎡（２４.５５坪）Ｈ２９年３月築●
木造平家建　３ＬＤＫ　オール電化●
桜井小・鹿南中校区●

植木町鐙田新築一戸建
1,878　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３８㎡（８９.０４坪）●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
木造平家建　３ＬＤＫ　オール電化●
桜井小・鹿南中校区●

緯０９６（２７２）４５５２握㈲男澤建設熊本県知事（７）第２９６９号

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●

黒髪２丁目売１棟マンション

6,000　万円
黒髪小学校前バス停歩２分●
地３０６.５０㎡（９２.７１坪）鉄骨造４階建●
建４７２.９６㎡（１４３.０７坪）Ｓ５８年４月築●
全２０戸　利回り１１.２％可●
近隣商業地域●

桜木４丁目売家
1,980　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●
９/２３土２４日１２～１７時オープン●

国府４丁目売マンション
225　万円

出水中前バス停歩１分●
挨２５.１６㎡（７.６１坪）１Ｒ●
Ｈ２年３月築　フォルム水前寺南●
哀愛４,８６０円　ＲＣ４階建２Ｆ●
空室　東南角部屋●

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●

富合町大町売家
2,630　万円
緑川橋バス停歩１１分●
地２３５.６０㎡（７１.２７坪）軽量鉄骨造２階建●
建１２１.２６㎡（３６.６８坪）Ｈ２２年９月築●
Ｈ２２年築　！　住宅性能評価取得済　！●
ダイワハウス施工のオール電化住宅♪●

国府４丁目売地
2,130　万円
出水中学校前バス停歩３分●
地２９０.９９㎡（８８.０２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
閑静な住宅地　！　建築条件無　！　日当良好　！●
学校近隣　！　生活便良好な立地です　！●

水前寺５丁目売マンション
1,860　万円
水前寺本町バス停歩２分●
挨７０.６７㎡　Ｈ１６年１月築●
哀愛１９,１００円　６階建３Ｆ●
明るく開放感のある角部屋です♪●
平置駐車場！！　JR水前寺駅歩９分　！●

鍛冶屋町売マンション
3,180　万円
商工会議所前バス停歩３分●
挨８７.６４㎡　Ｈ２６年１月築●
哀愛１１,８００円　１３階建１２Ｆ●
８７㎡以上の広 ４々ＬＤＫ！！　ペット可！●
高層階で南向きのキレイなお部屋です♪●

辛島町売マンション
3,180　万円
洗馬橋バス停歩１分●
挨９６.４７㎡　Ｈ１７年７月築●
哀愛９,６００円　１４階建１２Ｆ●
西辛島町電停歩１分！　広々東南角部屋！●
２面バルコニー！　ＷＣＬ付で収納充実！！●

イエステーション熊本中央南店㈱すがコーポレーション国土交通大臣（１）第００９０３３号 錆０１２０（４９５）３３３渥
［すがコーポレーション］で検索

花園１丁目売マンション
2,080　万円
杉塘バス停歩６分●
挨６８.７４㎡　Ｈ２２年４月築●
哀愛１８,４００円　１０階建１０Ｆ●
最上階　！　眺望・風通り良好♪●
ペット可　！　平置駐車場　！　広々キッチン　！●

泗水町吉富新築一戸建
1,810　万円
富の原バス停歩５分●
地１５２.５９㎡（４６.１５坪）姶３台●
建９２.７４㎡（２８.０５坪）３ＬＤＫ●
木造２階建　Ｈ２９年６月築●
エアコン２台付　長期優良住宅●

緯０９６（２０２）６０９２渥㈱ランズライフ熊本県知事（１）第５２４２号

オープンハウス９/２３土２４日１１：００～１６：００

期間中ご成約頂いた方に４０型４K対応TVプレゼント

菊陽町津久礼売家
2,800　万円
ＪＲ光の森駅歩１２分●
地１６８.４２㎡（５０.９４坪）●
建８４.６６㎡（２５.６０坪）３ＬＤＫ●
ファミリーマート２００m●
ビルトイン車庫１台＋他１台●

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●

玉名市築地売地
1,750　万円
玉名工業高校前バス停歩４分●
地５５０㎡（１６６.３７坪）●
唖田茜一低娃４０％阿８０％●
幅員７.５ｍの南道路　日当良●
徒歩圏内商業施設多数●

㈲サンアイ不動産 緯０９６（３４４）６１１０渥熊本県知事（７）第３１８０号

太陽光発電付オール電化住宅
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玉名市伊倉北方売地
350　万円

伊倉宮前バス停歩３分●
地２７９.９４㎡（８４.６８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　セットバック要●
日当たり良好　のどかな住宅街●

東区榎町売地
1,350　万円
健軍町電停歩３７分●
地２３４.３８㎡（７０.８９坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　東町小・東町中校区●
閑静な住宅地でお子様がいるご家族も安心●

中央区壺川２丁目売地
2,180　万円
池田駅歩１３分●
地２９４.６１㎡（８９.１２坪）古家付●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
静かな環境　壺川小・京陵中校区●
８９坪の広々とした土地です●

玉名市伊倉北方売アパート
2,150　　万円

（
税
込
）

ＪＲ肥後伊倉駅歩１５分　現在満室●
地６６２.１７㎡（２００.３坪）軽量鉄骨造２階建●
建２１０.６４㎡（６３.７１坪）Ｈ７年９月築●
２ＬＤＫ×４部屋のファミリータイプ●
パナホーム施工　利回り９.７６％可●

東区戸島本町売家
2,180　　万円

（
税
込
）

中尾入口バス停歩５分　姶２台可●
地１５７.２７㎡（４７.５７坪）木造２階建●
建９０.８㎡（２７.４６坪）Ｈ２０年２月築●
４ＬＤＫ　オール電化　川崎ハウジング施工●
パナソニック太陽光発電４.１４ｋｗ設置●

西区上代６丁目売店舗
4,500　　万円

（
税
込
）

テニスコート前バス停歩２分●
地４９６㎡（１５０.０４坪）鉄骨造平屋建●
建２１３.２６㎡（６４.５１坪）Ｈ８年４月築●
Ｈ２４年４月内装悪済　姶６台可●
県道２８号線ゆめマート沿い●

センチュリー２１東亜不動産 緯０９６（２７３）６０８１渥熊本県知事（１）第５０１７号

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。

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。
ご検討中のお客様のご紹介もよろしくお願い致します。

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事業用

菅原町売１棟マンション

3億8,500　万円
一の井手バス停歩２分●
地５８５㎡（１７６.９６坪）ＲＣ９階建●
建１,４２１.５㎡（４３０.０１坪）Ｈ２４年１月築●
共同住宅　設備充実　表面利回り６.７％可●
白山通り沿い　周辺施設・交通の便良好です　！●
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

売買
国府２丁目売マンション

2,330　万円
出水中学校前バス停歩２分●
挨８５.１８㎡　Ｈ２３年４月築●
哀愛１６,１００円　７階建２Ｆ●
東南角部屋で日当良好！　ペット可！●
平置駐車場！　商業施設・交通徒歩圏内！●

オープンハウス
９/２４日午後１時～午後５時

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

東野１丁目売地
1,180　万円
東野中学校前バス停歩３分●
地１７７.０８㎡（５３.５６坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
小・中学校、コンビニ徒歩圏内で生活便利　！●
整形地　！　建築条件無で住宅メーカー選択可　！●

北区池田３丁目売地
990　万円

池田３丁目バス停歩５分●
地１８１.８１㎡（５４.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　建物解体更地渡し●
肥後銀行池田支店４００ｍ●

南区南高江６丁目売地
930　万円

熊本農業高校前バス停歩４分●
地１７０.８１㎡（５１.６７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿１６０％●
更地　現状渡し　道路持分有●
南区役所南部出張所３００ｍ●

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●
空家、現状渡し、清掃済、４ＬＤＫ●

緯０９６（３８２）０５１４渥㈱芙蓉建設熊本県知事（７）第３１５１号 ㈱マスダ不動産開発 緯０９６（２２３）７１８１熊本県知事（５）第３７５３号

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　!

嘉島町上六嘉売地
695.3　　握万

円
丸池バス停歩３分　建築条件無●
地２４１.９５㎡（７３.１９坪）●
唖宅地茜調整●
娃７０％阿２００％　即建築可●
集落内開発区域内　嘉島東小・嘉島中校区●

甲佐町緑町売地
1,022　　渥万

円
緑町バス停歩１分●
地３７５.５５㎡（１１３.６０坪）●
唖宅地茜区域外　建築可●
店舗用地・住宅用地適●
上水道・合併浄化槽設置要●

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

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　造成渡し●

菊池市片角売地
580　万円

片角（ベンリカー）バス停歩３分●
地２５１.４１㎡（７６.０５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　造成済●
隈府小・菊池南中校区●

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●

楠７丁目売地
1,190　万円
楠７丁目バス停歩５分●
地１７８.０３㎡（５３.８５坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
西側約６ｍ公道●
楠小・楠中校区●

御幸笛田３丁目売地
1,600　万円
御幸病院バス停歩３分●
地２１４.０７㎡（６４.７５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体更地渡し●
東側約４ｍ公道　御幸小・託麻中●

京町２丁目売マンション
870　万円

京町柳川バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨６２.７５㎡（１８.９８坪）Ｓ４９年９月築●
哀愛１６,３００円　ＲＣ６階建６Ｆ●
姶近隣１台有　壺川小・京陵中校区●
Ｈ２９年３月リフォーム済●

尾ノ上２丁目売マンション
1,790　万円
南灰塚バス停歩３分　東南角部屋●
挨８０.８６㎡（２４.４６坪）Ｈ７年８月築●
哀愛２１,３９０円　ＲＣ１１階建１０Ｆ●
３ＬＤＫ　姶有　尾ノ上小・錦ヶ丘中●
Ｈ２９年７月リフォーム済●

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


