
北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会 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。

若葉３丁目新築一戸建
2,798　～2,998　万

円
万
円

健軍町電停歩１０分　姶２台可●
地１１５.３８㎡～１４６.２９㎡　販売２棟●
建１０５.５７㎡～１０５.９９㎡　木造２階建●
Ｈ３０年３月完予　ペアガラス等設備充実●
４ＬＤＫ　若葉小２３０ｍ　東野中５００ｍ●

練兵町売医院
6,000　万円
西辛島町電停歩１分●
挨１９７.４３㎡（５９.７２坪）Ｈ９年９月築●
哀愛５１,２００円　ＲＣ１４階建２Ｆ●
エアコン・専用エレベーター付●
バリアフリー　クリニックに適●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥
熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

西区中島町売地
450　～490　万

円
万
円

中島町バス停歩５分　全２区画●
地２０９.５５㎡（６３.３８坪）●
～２９６.９５㎡（８９.８２坪）
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
上水道・下水道宅内有　集落内開発●

緯０９６（２７５）２３１１握モーク不動産㈲熊本県知事（７）第３３１７号
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山室３丁目売医院
4,100　万円
山室バス停歩３分●
地６８４.２９㎡（２０６.９９坪）ＲＣ４階建●
建７８０.２４㎡（２３６.０２坪）Ｓ５５年６月築●
国道３号線沿　現状有姿渡し●
高平台小・京陵中校区●

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●

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

花立２丁目売医院付住居

5,498.4　万円
桜木小学校西バス停歩２分●
地６０５.９０㎡（１８３.２８坪）P有●
建７６８.１５㎡（２３２.３６坪）S５１年６月築●
西側１６ｍ公道・東側６ｍ公道●
RC４階建　桜木小・桜木中校区●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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

東区新外１丁目売地
1,764.4　万円
新外中通バス停歩３分●
地３００.２６㎡（９０.８２坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
西側４ｍ道路、建築条件なし●
山ノ内小、錦ヶ丘中校区●

緯０９６（３８１）８９５５渥

熊本県知事（１０）第２０４８号

新外不動産

中央区八王寺町売家
1,680　万円
食糧事務所前バス停歩４分●
地３３０.７５㎡（１００坪）白山小・出水中校区●
建７６.１７㎡（２３.０４坪）Ｓ４３年１１月築●
３ＬＤＫ＋広エン　増改築有（年月不詳）●
ホームインスペクション済●

緯０９６（３７９）３２８２渥

熊本県知事（１３）第８７９号

㈲北川不動産　八王寺支店

東区健軍１丁目売家
2,897　万円
健軍校前電停歩６分●
地２７３.７１㎡（８２.７９坪）●
建１１２.７２㎡（３４.０８坪）Ｓ４７年１０月築●
６Ｋ（和６×３、洋６×３、Ｋ４.５）●
健軍小迄２００ｍ　公園迄６０ｍ●

緯０９６（３８４）２０５７握

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

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㈱

日吉１丁目売一棟マンション

1億1,900　万円
ＪＲ西熊本駅歩７分●
地４９０㎡（１４８坪）鉄筋コンクリート造４階建●
建８７５㎡（２６４坪）Ｓ６０年１０月築・新耐震基準●
平均７０㎡超・１２戸（２ＬＤＫ・３ＬＤＫ）・震災被害なし●
全戸駐車場あり・年収９３０万円・利回り７.８％可●

緯０９６（２１３）０８９０渥

熊本県知事（１１）第１４９６号

㈱絆企業

合志市須屋新築一戸建
2,699　万円
電鉄黒石駅歩６分●
地２１２.６６㎡（６４.３２坪）木造２階建●
建９８.８２㎡（２９.８９坪）H２９年１２月完予●
4LDK　南向き　南側５.２m公道●
西合志東小・西合志南中校区●

中央区黒髪１丁目売地
750　万円

電鉄黒髪町駅歩５分●
地８１.１８㎡（２４.５５坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
閑静な住宅街　セットバック要●
西側公道　井戸有●
錆０１２０（３４５）７８７

渥緯０９６（３２７）９７７５　
熊本県知事（７）第３２２７号

エイブルネットワーク熊本本店　熊本地所㈱

京塚本町新築一戸建
2,998　万円
京塚バス停歩７分●
地１６８.３１㎡（５０.９１坪）姶２台可●
建１０５.９９㎡（３２.０６坪）４ＬＤＫ●
Ｈ３０年３月完成予定　木造２階建●
全部屋南向き　尾ノ上小・錦ヶ丘中●

大江４丁目売地
2,270　万円
大江校通りバス停歩１分●
地１５３.２０㎡（４６.３４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
間口約１３m　南側道路　大江小・白川中●
イオン熊本中央店約４００ｍ●

緯０９６（３６２）３３８０渥グリット熊本県知事（１）第５２１２号

現地見学会
１０/７土８日９月１１～１７時 西区花園１丁目売マンション

320　万円
ＪＲ上熊本駅歩９分●
挨２６.４９㎡（８.０１坪）１Ｋ●
Ｈ２年１０月築　ロマネスク上熊本●
哀愛９,９００円　ＲＣ４階建２Ｆ●
賃貸中　利回り１１.２５％可●

中央区練兵町売マンション
250　万円

西辛島町電停歩１分　１ＤＫ●
挨２２.６８㎡（６.８６坪）Ｓ５５年１１月築●
空室　即入可　ハイムサンシャインＢ棟●
哀愛６,０９９円　ＳＲＣ１５階建２Ｆ●
トランクルーム（約３帖）付●

南区護藤町売地
850　万円

護藤バス停歩８分●
地６８５㎡（２０７.２１坪）建物有●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
建築条件無　解体渡し相談応●
飽田南小・飽田中校区●

ハウスギャラリー㈲熊本県知事（１３）第９８０号 緯０９６（３７３）６６７３渥
http://www.house-gallery.jp
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近見１丁目分譲地
1,150　～1,300　万

円
万
円

日吉校前バス停歩４分●
地１８０.１１㎡～２２０.６６㎡　販売２区画●
唖宅地茜一住娃６０％阿１６０％●
建築条件無　一括購入可●
国道３号線・ゆめマート約４５０ｍ●

㈲熊コーポレーション熊本県知事（１）第５２１６号

山鹿市久原売地
1,285　万円
久原バス停歩５分●
地１,６９６.６２㎡（５１３.２２坪）●
唖宅地茜無指定　建築可●
建物有　閑静な住宅街●
三玉小約５２０ｍ　山鹿中約３.８㎞●

山鹿市中売地
700　万円

鹿高通１丁目バス停歩１４分●
地８２８.６２㎡（２５０.６５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物解体更地渡し・確定測量予定●
山鹿小約１.８㎞　山鹿中約１.４㎞●

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　現況利回り１２.５％可●

宇土市松山町売アパート
1億7,960　万円
松山バス停歩６分　３棟有●
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●
年収１,３８０万円可（太陽光売電収入含む）●

ゆう

緯０９６（３８４）６１２３渥
［熊コーポレーション］で検索

益城町古閑売家
1,680　万円
東稜高校入口バス停歩５分●
地１７１.８９㎡（５１.９９坪）木造２階建●
建１０５.９９㎡（３２.０６坪）Ｈ８年２月築●
４ＬＤＫ　空家　P２台可●
広安西小・益城中校区●

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●

帯山７丁目売地
1,760　万円
鉄工団地通りバス停歩３分●
地１７６.０２㎡（５３.２４坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
角地　建築条件無●
帯山小・西原中校区●

E‐Life不動産㈱熊本県知事（２）第４６８２号
中央区帯山６‐７‐６７

緯０９６（２８４）１８９９渥
http：//www.e‐life‐e.jp

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）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　更地●
東町小・東町中校区●

護藤町売地
780　万円

浜バス停歩２分●
地２３１.９９㎡（７０.１７坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　更地渡し相談可●
飽田南小・飽田中校区●

オープンハウス
１０/７土８日１２：００～１６：００

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 緯０９６（３４２）６５５５渥
ガラリト熊本　検索

オープンハウス
１０/７土８日１１：００～１６：００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●

植木町平井売家
3,200　万円
田島バス停歩２０分●
地１,１９６.７９㎡（３６２.０２坪）６ＬＤＫ＋納戸●
建１９６.６８㎡（５９.４９坪）Ｈ４年１１月築●
新規建設の和風造り　東南西の３方角地●
太陽光発電、エコキュート、オール電化●

河内町岳売家
1,980　万円
椎山バス停歩４分●
地５７８.２４㎡（１７４.９１坪）５ＬＤＫ●
建１４５.５０㎡（４４.０１坪）Ｈ１６年４月築●
３面角地にて日当たり良好　！●
静かな環境　芳野小・中校区●

春日１丁目売マンション

6,900　万円
熊本駅歩３分●
挨１１０.７１㎡（３３.４８坪）２ＬＤＫ●
Ｈ２４年２月築　ザ・熊本タワー●
哀愛３２,２００円　姶７,６００円　３６階建３１Ｆ●
南西角部屋　眺望良し!!　春日小・花陵中校区●

春日１丁目売マンション

3,990　万円
熊本駅歩３分●
挨８４.６３㎡（２５.６０坪）２ＬＤＫ●
Ｈ２４年２月築　ザ・熊本タワー●
哀愛２４,６００円　３６階建３１Ｆ●
熊本駅１６０ｍ　３１Ｆ眺望良し　春日小・花陵中校区●

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●

白藤２丁目売マンション

1,540　万円
白藤東原バス停歩３分●
挨８１.８１㎡（２４.７４坪）４ＬＤＫ●
Ｈ１１年２月築　パストラルハイム白藤弐番館●
哀愛１１,２００円　姶３,５００円　１５階建６Ｆ●
河尻神宮の北側　力合小・中校区●

出水３丁目売地
1,580　万円
出水３丁目バス停歩２分●
地２０６.８７㎡（６２.５７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
出水ふれあい通り約１５０ｍ　県立図書館約６００ｍ●
静かな環境♪　出水南小・出水中校区●

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●

琴平１丁目売地
1,990　万円
春竹新道バス停歩２分●
地１４６.５１㎡（４４.３１坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
南熊本駅約５００ｍ　地域医療センター約７２０ｍ●
交通の便良し　春竹小・江原中校区●

宇土市岩古曽町売地
1,180　万円
上古閑バス停歩５分●
地５７４.４６㎡（１７３.７７坪）●
唖宅地茜無指定●
南西角地の整形地　日当たり良好　!●
静かな環境　花園小・鶴城中校区●

オープンハウス
１０/７土８日１１：００～１６：００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月一部リフォーム済　ダイレックス７００ｍ●
鮮ど市場７８０ｍ　南ヶ丘小・合志中校区●

三郎２丁目売家
1,880　　渥万

円
三郎バス停歩５分●
地２１４.５５㎡（６４.９坪）木造平屋建●
建８８.９㎡（２６.８９坪）Ｓ５６年６月築●
３ＤＫ　東側６ｍ公道●
整形地　閑静な住宅地

植木町舞尾売家
1,380　　渥万

円
滴水バス停歩１分●
地４４７.６３㎡（１３５.４坪）木造２階建●
建２０１.４８㎡（６０.９４坪）Ｓ３４年月不詳築●
桜井小・鹿南中校区●
日当良好　県道２０８号線沿

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

池田４丁目売家
2,080　　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

梶尾町売地
670　　渥万

円
鶴の原温泉バス停歩２分●
地２１１.７６㎡（６４.０５坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
閑静な住宅地　温泉使用可●

東南角地　北部東小・北部中校区

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

御船町高木売地
2,800　　渥万

円
六嘉バス停歩６分●
地１,７６４㎡（５３３.６坪）更地●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　日当良好　角地●

御船ＩＣ歩８分（６４０ｍ）事業用地適

池田２丁目売家
3,680　　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

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
880　　渥万

円
五霊中学校前バス停歩１０分●
地２１４.８８㎡（６５坪）更地●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
日当良好　建築条件無●
植木小・五霊中校区

四方寄町売地
4,180　　渥万

円
南原バス停歩６分　日当良好●
地９５５㎡（２８８.８８坪）更地●
唖畑茜準住娃６０％阿２００％●
建築条件無　川上小・北部中校区●
北バイパス２４０ｍ　利便性良好

高平３丁目売地
1,480　　渥万

円
高平南公園バス停歩３分●
地３０７.３５㎡（９２.９７坪）高台●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物解体更地渡し　日当・利便性良好●

建築条件無　南西角地　高平台小校区

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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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を探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地・テナント用地アパート用地・テナント用地等等

を探していますを探しています。。
相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

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

�

�������	
�������

�������	
��������

��������	
�������

�������	
����	���

�������	
��������

��������	
�������

�������	
���

�������
��������

�

�������	
�������

��������	
�������

�������	
�������

�������	
���������

�������	
�������

�������	
�������

����

������
����

�

�������	
�������

���������	
������

�������	
��������

�������	
�������

�������	
���������

�������	
��������

�������

�����
������

�

�������	
��������

�������	
�������

�������	
�������

���

����
��������

�

�������	
��	�����

�������	
��������

�������	
�������

�������	�
�������

�������	
��������

�������	
��	����

������
����

�

�������	�
�������

�������	
��������

�������	
��������

�������	�
��	���

�������	
��������

�������	
��������

�������

�

�

�������	
��������

�������	
�������	��

�������	
��������

�������	
��������

�������	
�������

�������	
�������

����

�������
�������	�

�

�

�������	�
�������

�������	
�������

�������	
��������

����������	
�����

�������	
�������

��������	
�������

�������	
��
�����

�������	
�������

��������

�������	�
�����

� � � � �

小川町小川売地
500　万円

小川橋バス停歩７分●
地３１５.４５㎡（９５.４２坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
国道３号線歩６分（約４５０ｍ）●
県道沿いの角地　交通アクセス良●

城南町塚原売地
650　万円

上塚原バス停歩３分●
地３８４.２３㎡（１１６.２２坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
角地で日当良　セットバック要●
豊田小歩５分（４００ｍ）●

高森町高森売地
1,056　万円
湧水トンネル公園入口バス停歩４分●
地１,８５１㎡（５５９.９２坪）更地●
唖雑種地茜無指定娃５０％阿１００％●
有効約１,０２５㎡（３１０坪）●
高森駅約６００ｍ　プラス畑部分あり●

(同)ウイング企画熊本県知事（２）第４６９０号 緯０９６（３４５）８０３１渥
［ウイング企画　熊本］で検索 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。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●

売買
北区龍田７丁目売地
596　万円

北区役所龍田出張所前バス停歩６分●
地１４５㎡（４３.８坪）３.３㎡（坪）１３.６万円●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
立田幼稚園近隣　龍田小・龍田中●
全３区画分譲地内　建築条件付●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（２）第４５９８号

KAZUホーム㈱

益城町安永売地
700　万円

安永バス停歩３分●
地１９１㎡（５７.７８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
広安小・益城中　東北角地　建条無●
携帯電話０９０‐７４５０‐４２１１●

緯０９６（２８６）４８３６渥

熊本県知事（１２）第１３６３号

㈲野原ハウジング

宇城市小川町住吉売家
1,398　万円
ＪＲ鹿児島本線小川駅歩２３分●
地５０９.０９㎡（１５３.９９坪）４ＬＤＫ●
建１７９.２４㎡（５４.２２坪）Ｓ５７年６月築●
Ｈ２９年１１月リフォーム完成予定●
河江小学校１㎞　小川中学校３.７㎞●

緯０９６５（３２）３２４２渥
熊本県知事（１４）第５２０号

㈲進栄商事

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　!

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●

城南町宮地売地
900　万円

宮ノ下バス停歩２分●
地１６５.２９㎡（５０.００坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南東９ｍ公道　整形地　更地●
城南支所・城南中学通り沿い●

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●

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●

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　熊本城を望む●
コープ野村上熊本　交通・買物便良●

緯０９６（３３１）０３６６渥
熊本県知事（３）第４４２３号

㈱ニコニコ不動産

山鹿市山鹿売家
1,580　万円
西上町バス停歩３分●
地１２７.５７㎡（３８.５８坪）木造２階建●
建６９.５５㎡（２１.０３坪）Ｈ２６年１２月築●
２ＬＤＫ　エアコン付　山鹿小・山鹿中●
南側公道　カフェ・サロンに適●

高森町高森売家
1,300　万円
高森幼稚園前バス停歩１０分●
地３３０.５８㎡（１００.００坪）４LDK●
建９５.７５㎡（２８.９６坪）H１年５月築●
セキスイハイムの家　軽量鉄骨２階建●
ショッピングセンターASUKA３５０m●

菊陽町久保田売家
2,400　万円
役場前バス停歩２分●
地３０１.５２㎡（９１.２０坪）木造２階建●
建１９３.０９㎡（５８.４０坪）Ｈ７年５月築●
６ＬＤＫ　２世帯同居の家　姶４台可●
菊陽中部小・菊陽中校区●

菊陽町原水売地
1,000　万円
ＪＲ原水駅歩４分（３００ｍ）●
地２０７.８０㎡（６２.８５坪）●
唖宅地茜無指定●
娃７０％阿２００％　古家有●
バス通り沿いの二方道路●

㈲コンサル熊本県知事（３）第４２６４号

八千代座まで５６０ｍ

緯０９６（２３２）８２０８渥
http://f-consul.com/


