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上記物件HPに画像付で掲載!!

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）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建条付・店舗、クリニック用地適●
東南角地・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●
閑静な住宅街　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●
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H２８年６月内外装全面リフォーム済
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床暖房八代市中片町売家

2,480　➡2,380　万
円

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●
ＩＨ・ウッドデッキ付　太田郷小・第二中● 八代市中片町４７３‐１ナビ検索

オープンハウス
１０/１日１０：００～１８：００　１日限り

H２９年４月旧価格 H２９年９月新価格

龍田４丁目売地
900　万円

龍田迫の上バス停歩５分●
地２５７.２７㎡（７７.８２坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　南側５ｍ公道●
龍田小・龍田中校区●

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●
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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

西区上熊本１丁目売マンション
900　万円

県立体育館北口バス停歩１分●
挨７４.５４㎡（２２.５坪）Ｓ５８年８月築●
哀愛１２,０００円　姶近隣有　３ＬＤＫ●
ＳＲＣ１１階建１１Ｆ　日当たり良好●
コープ野村上熊本　交通・買物便良●

最上階　眺望良好
バルコニーから熊本城が見えます
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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●

菊池市野間口売地
485　万円

野間口バス停歩３分●
地２１５㎡（６５.０３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
菊之池小・菊池南中校区　建物解体後造成渡し●
セブンイレブン・ローソンまで５００ｍ●

菊池市泗水町豊水売家
2,698　万円
孔子公園バス停歩１分●
地４７３.２４㎡（１４３.１５坪）１２ＤＫ＋納戸●
建２７１.１９㎡（８２.０３坪）Ｈ５年３月築●
店舗としても利用可能　木造２階建●
Ｈ１３年５月増改築済　日当良好●

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●

北区龍田陳内３丁目売地
964　万円

三の宮バス停歩８分●
地２１２.５１㎡（６４.２８坪）建築条件無●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
角地　西側・南側５ｍ・東側６ｍ道●
龍田西小・龍田中　３.３㎡（坪）１５万円●

東区新外２丁目売家
1,680　万円
新外バス停歩２分●
地１６５.５０㎡（５０.０６坪）木造２階建●
建１０２.３０㎡（３０.９４坪）Ｓ４９年１０月築●
４ＤＫ　建物設備良　姶２台●
交通買物便良　山ノ内小・錦ヶ丘中●
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南区近見６丁目売家
2,800　万円
下近見バス停歩２分　姶２台●
地３００.９４㎡（９１.０３坪）木造２階建●
建１７２.３９㎡（５２.１４坪）Ｈ６年３月築●
広 ４々ＬＤＫ　トイレ・洗面所１・２階有●
西側５ｍ道　日吉東小・日吉中●
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西区春日１丁目売マンション

5,800　　渥万円
熊本駅・森都心プラザ前バス停歩１分●
挨１００.４９㎡（３０.３９坪）Ｈ２４年２月築●
哀愛２９,３００円　ＲＣ３５階建２３Ｆ●
ＪＲ熊本駅歩２分　３ＬＤＫ　姶８,０００円●
東南角部屋　眺望良好　ペット可（条件付）●

南区富合町清藤売家

2,590　　渥万円
ＪＲ富合駅歩３分　築浅●
地２１８.８７㎡（６６.２０坪）木造２階建●
建９６.６７㎡（２９.２４坪）Ｈ２５年１１月築●
３ＬＤＫ　富合小・富合中校区●
即入居可　ソーラーパネル●

※ホームページにてドローンによる空
撮をご覧頂けます

東区東野１丁目売地

1,260　　渥万円
秋津新町バス停歩５分●
地１４１.３３㎡（４２.７５坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北東角地●
秋津小・東野中校区●

松橋町両仲間売地

320　　渥万円
ＪＲ小川駅歩３０分●
地１９８.８㎡（６０.１３坪）更地●
唖宅地茜無指定　豊福小・松橋中●
実測売買　面積増減可能性有　建築可●
北側約２ｍ公道東側５ｍ公道●

中央区京町２丁目売地

4,500　　渥万円
裁判所前バス停歩３分●
地３２９.９１㎡（９９.７９坪）建物有●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
西側８ｍ公道接面１０.２ｍ●
アパートや事務所の併設にもオススメ●

西区田崎本町売地

1,000　　渥万円
田崎橋バス停歩４分●
地１３３㎡（４０.２３坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
全２区画　北東角地●
白坪小・花陵中校区●

東区長嶺南１丁目売アパート

3,250　　渥万円
南原バス停歩４分●
地２００.１５㎡（６０.５４坪）木造２階建●
建１５５.５２㎡（４７.０４坪）Ｓ５４年８月築●
全８部屋　現在満室　姶３台●
Ｈ２８年９月内外装全面リフォーム済●

東区戸島西１丁目新築一戸建

2,290　　渥万円
池尻バス停歩４分●
地１５１.９６㎡（４５.９６坪）４ＬＤＫ●
建９０.７２㎡（２７.４４坪）Ｈ２９年３月築●
木造２階建　オール電化　姶２台●
長嶺小・長嶺中校区●

ドラッグストアモリ戸島店２００m
マックスバリュ新戸島店５００m オープンルーム９/３０土１０/１日１０：００～１７：００

中央区渡鹿５丁目売マンション
1,750　　握万

円
渡鹿バス停歩５分　３ＬＤＫ●
挨８９.０５㎡（２６.９３坪）Ｓ６２年９月築●
哀愛１７,７００円　ＲＣ６階建６Ｆ●
最上階　南西角部屋　眺望良好●
玄関ポーチがあり便利です●
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中央区坪井６丁目売地

1,740　　渥万
円

電鉄坪井川公園駅歩２分●
地２４０.０５㎡（７２.６１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
日当良好　建築条件無●
黒髪小、桜山中・竜南中校区●

泗水町吉富新築一戸建

1,810　　渥万
円

冨の原バス停歩５分●
地１５０.２６㎡（４５.４５坪）P２台●
建９２.７４㎡（２８.０５坪）３LDK●
木造２階建　Ｈ２９年５月築●
泗水小・泗水中校区●

南区出仲間４丁目売家

1,390　　渥万
円

幸田総合出張所前バス停歩８分●
地１３７.６１㎡（４１.６２坪）木造２階建●
建８６.１２㎡（２６.０５坪）S４８年３月築●
５DK　姶１台　田迎小・託麻中校区●
東側約４m公道に間口約１１m接面●

北区龍田陳内２丁目売家

2,450　　握万
円

建山バス停歩１２分　角地●
地１９８.２８㎡（５９．９７坪）木造２階建●
建１４７㎡（４４.４６坪）H２２年５月築●
３LDK＋WCL・テラス・ルーフバルコニー●
インナーガレージ付　龍田西小・龍田中●

中央区帯山４丁目売地

3,800　　握万
円

帯山小学校入口バス停歩７分●
地２９７.３８㎡（８９.９５坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
南側５.５m公道に１６.４m接面●
帯山小・帯山中校区●

中央区南坪井町売ビル

1億2,500　　渥万
円

信愛女学院前バス停歩２分●
地１４８.０９㎡（４４.７９坪）鉄骨造６階建●
建４５１.５２㎡（１３６.５８坪）H４年５月築●
賃貸中　別棟付／木造２階建（建７７.６７㎡）●
西側約１２m公道に間口約７m接面●

中央区島崎１丁目売地

1,550　　渥万
円

日向崎バス停歩３分●
地１７９.９２㎡（５４.４２坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
北側３.６～３.８m市道に１１.０２m接面●
セットバック要　一新小・西山中●

西区谷尾崎町売地

1,500　　渥万
円

城西校前バス停歩７分●
地３５５.０４㎡（１０７.３９坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
城西小・西山中校区●
南側約４m公道に間口約１９m●

東区桜木２丁目売地

9,187　　渥万
円

沼山津神社前バス停歩１分　角地●
地６７４.９０㎡（２０４坪）更地●
唖宅地茜近商娃９０％阿３００％●
西側約１２m公道に間口２３.４m接面●
南側約２２m公道に間口２８.７m接面●

中央区京町１丁目売地

2,330　　渥万
円

裁判所前バス停歩２分●
地１８６.２４㎡（５６.３３坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
人気文教区　セットバック要●
北側約３.５ｍ公道に間口約６.５ｍ接面●

北区明徳町売地

550　　渥万
円

向坂バス停歩４分●
地２３４㎡（７０.７８坪）更地●
唖雑種地茜一中娃６０％阿１５０％●
北側約６m道路に約１３.６m接面●
南面高台で日当良好●
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㈱すがコーポレーション　熊本東店

健軍３丁目売地
1,050　万円
健軍町電停歩７分●
地１０３.７㎡（３１.３７坪）古家有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
健軍小校区　！　整形地　！　建築条件無　！●
解体更地渡し　！●

菊陽町武蔵ヶ丘１丁目売地
2,130　万円
武蔵ヶ丘中学校前バス停歩１分●
地３９１.７２㎡（１１８.４９坪）古家有●
唖宅地茜一低娃５０％阿８０％●
角地　！　建築条件無　！　更地渡し　！●
武蔵ヶ丘中徒歩１分（８０ｍ）の好立地　！●

東区長嶺東６丁目売地
1,150　万円
託麻総合出張所前バス停歩５分●
地１５６.８５㎡（４７.４４坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
北側４.８ｍ公道　託麻南小・長嶺中●
閑静住宅地　熊本ＩＣ車で５分（３ｋｍ）●

東区若葉２丁目売地
3,000　万円
健軍町電停歩６分●
地３３０㎡（１００坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
東側６ｍ公道　更地渡し●
若葉小７７０ｍ　東野中４８０ｍ●

東区秋津１丁目売マンション
1,980　万円
健軍町電停歩１５分●
挨８５.６９㎡（２５.９２坪）Ｈ１５年７月築●
哀愛１７,５００円　ＲＣ８階建７Ｆ●
４ＬＤＫ＋納戸　南向き角部屋●
２面バルコニー　秋津小・東野中校区●
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北区植木町岩野売地
698.23　万円
植木病院かがやき館前バス停歩３分●
地１７７.５８㎡（５３.７１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１００％●
国道３号線近隣で利便性良　！●
閑静住宅街　山東小・五霊中校区●

北区植木町岩野売地
766.39　万円
植木病院かがやき館前バス停歩３分●
地１８７.６８㎡（５６.７７坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１００％●
国道３号線近隣で利便性良　！●
閑静住宅街　山東小・五霊中校区●

東区上南部３丁目新築一戸建
2,399　万円
託麻北小学校前バス停歩３分　姶並列２台●
地１７０.９７㎡（５１.７１坪）木造２階建●
建１０６.１０㎡（３２.０９坪）Ｈ２９年８月築●
４ＬＤＫ＋納戸　託麻北小歩１分（８０ｍ）●
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
９/３０土１０/１日１１：００～１７：００ 北区龍田陳内３丁目売地

1,168　万円
建山入口バス停歩５分●
地２４０.５７㎡（７２.７０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅街　周辺環境良好●
龍田小・龍田西小・龍田中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

山鹿市石売アパート
2,400　万円
石村温泉バス停歩３分●
地５２４.９８㎡（１５８.８坪）●
建３０１.３０㎡（９１.１４坪）Ｈ２年３月築●
木造２階建　２Ｋ×１０●
現状満室　利回り約１６％可●

東区秋津１丁目売地
1,180　万円
中無田バス停歩４分●
地２０８.００㎡（６２.９２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
日当り良し　！　周辺環境良好●
秋津小・若葉小・東野中校区●

山鹿市方保田売地
858　万円

馬見塚バス停歩５分●
地４７４㎡（１４３.３８坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
閑静な住宅街●
大道小・山鹿中校区●

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●

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　!

菊池市稗方売家
1,650　万円
一寸榎バス停歩２分●
地１,２４９.８８㎡（３７８.０８坪）●
建１１３.４５㎡（３４.３２坪）Ｈ１８年１０月築●
隈府小３.６㎞　菊池南中３.６㎞●
４ＬＤＫ　木造２階建　Ｈ２５年８月リフォーム済●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９渥熊本県知事（５）第３８７４号

龍田弓削１丁目売地
1,100　万円
北区役所龍田出張所前バス停歩５分●
地１８０.６２㎡（５４.６３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
龍田小・龍田中校区　武蔵塚公園１０m●
龍田出張所２００m●

�������	� ��������	
��	���
�������	
��������

�

�������	
�������

�������	
��������

��������	
�������

�������	
����	���

�������	
��������

��������	
�������

�������	
���

�������
��������

�

�������	
�������

��������	
�������

�������	
�������

�������	
���������

�������	
�������

�������	
�������

����

������
����

�

�������	
�������

���������	
������

�������	
��������

�������	
�������

�������	
���������

�������	
��������

�������

�����
������

�

�������	
��������

�������	
�������

�������	
�������

���

����
��������

�

�������	
��	�����

�������	
��������

�������	
�������

�������	�
�������

�������	
��������

�������	
��	����

������
����

�

�������	�
�������

�������	
��������

�������	
��������

�������	�
��	���

�������	
��������

�������	
��������

�������

�

�

�������	
��������

�������	
�������	��

�������	
��������

�������	
��������

�������	
�������

�������	
�������

����

�������
�������	�

�

�

�������	�
�������

�������	
�������

�������	
��������

����������	
�����

�������	
�������

��������	
�������

�������	
��
�����

�������	
�������

��������

�������	�
�����

� � � � �

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

中央区出水８丁目売マンション
2,490　　握万

円
江津団地バス停歩１分●
挨８２.３７㎡（２４.９１坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２８年５月築　未入居●
哀愛１１,９００円　姶３,０００円　７階建３Ｆ●
環境良し♪　買い物便利●

中央区国府４丁目売マンション
1,500　　渥万

円
出水中学校前バス停歩２分●
挨７２.４５㎡（２１.９１坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１０年１０月築　現在入居中（内覧可）●
哀愛１７,５７０円　姶８,５００円　１０階建６Ｆ●
南向き♪　八王寺通り沿いでアクセス良し　！●

緯０９６（３８４）２３００誠伸住宅㈱熊本県知事（３）第４５９６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。

賃貸
緯０９６５（３７）７２１１渥

熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱八代支店

土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

八代市上日置町貸マンション
月額6.4　万円
ＪＲ新八代駅歩１分●
挨５０.２２㎡　Ｈ２０年１０月築●
葵６,０００円　保証金２２.２万円●
免震ＲＣ１５階建９Ｆ　姶４,０００円●
１ＬＤＫ　要家財保険加入●


