
北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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●

清水万石５丁目売家
1,698　万円
北津留バス停歩７分●
地２６１.４６㎡（７９.０９坪）木造２階建●
建９２.９９㎡（２８.１２坪）Ｓ５２年３月築●
４ＬＤＫ　清水小・竜南中校区●
Ｈ２９年１０月全面リフォーム済●

オープンハウス
１１/４土５日１２：００～１７：００

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

榎町売地
890　万円

榎団地西口バス停歩７分●
地１７５.５９㎡（５３.１１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
南側３.９ｍ道路　建物有・解体更地渡し●
東町小・東町中校区●北区清水万石５‐１６‐１４ナビ

東本町売地
1,980　万円
健軍町電停歩５分　建築条件無●
地１７７.５５㎡（５３.７０坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
角地　健軍東小・東町中校区●
ナビ検索/東区東本町７‐１０●

緯０９６（２７６）６７８７渥

熊本県知事（１）第５０８３号

㈱スマイリーフ不動産

西区中島町売地
450　万円

中島町バス停歩５分●
地２０９.５５㎡（６３.３８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●
中島町小・保育園２５０ｍ・城西中１２００ｍ●

西区中島町売地
490　万円

中島町バス停歩５分●
地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●
中島町小・保育園２５０ｍ・城西中１２００ｍ●

緯０９６（２７５）２３１１握
熊本県知事（７）第３３１７号

モーク不動産㈲

東区榎町売地
1,200　万円
榎団地西口バス停歩４分●
地１５６.０３㎡（４７.１９坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％　更地●
建築条件無　東町中校区●

菊陽町原水売地
1,080　万円
南方バス停歩２分●
地２９９.２４㎡（９０.５２坪）●
唖宅地茜調整娃７０％阿２００％●
集落内開発区域内　菊陽中校区●
建築条件無　確定測量済●

緯０９６（３５５）６４２８渥
熊本県知事（４）第４１２６号

古荘都市開発㈲

松尾２丁目売地
1,050　万円
二の口バス停歩２分●
地３３２㎡（１００.４３坪）●
唖田茜一中娃６０％阿１５０％●
整形地　住宅用地適　日当り良●
小島小・高橋小、三和中・城西中●

緯０９６（３４４）６１１０渥㈲サンアイ不動産

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●

熊本県知事（７）第３１８０号

東区保田窪４丁目新築一戸建
2,799　万円
鉄工団地前バス停歩８分　姶並列３台可●
地１６８.２４㎡（５０.８９坪）木造２階建●
建１０４.８９㎡（３１.７２坪）Ｈ２９年９月築●
４ＬＤＫ　全室南向き　近隣商業施設充実●
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
１１/３㈮４土５日１１～１７時 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。

菊池市泗水町永売地
360　万円

電鉄高江バス停歩２０分●
地２９１㎡（８８.０２坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水東小・泗水中校区●
都市計画区域・上下水道可●

菊池市泗水町永売地
439　万円

電鉄高江バス停歩２０分●
地４８４㎡（１４６坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水東小・泗水中校区●
都市計画区域・上下水道可●

西区花園６丁目売地
1,020　万円
花園校前バス停歩４分●
地２２４.７９㎡（６８坪）●
唖宅地茜二低娃４０％阿８０％●
花園小・井芹中校区●
位置指定道路・持分有●

北区打越町売家
1,100　万円
電鉄打越橋バス停歩５分●
地２７０.２３㎡（８１.７４坪）●
建５８.２４㎡（１７.６１坪）S３１年５月築●
高平台小・竜南中校区●
木造瓦葺平家建　眺望良・日当良●

合志市須屋貸家
月額6.2　万円
須屋駅歩６分●
建８３.９２㎡（２５.３８坪）●
H１年６月築　２階建●
穐２ヶ月　P小型車●

沼野不動産㈲ 緯０９６（３３９）０２２６渥熊本県知事（８）第２６５７号
熊本市北区清水新地３丁目２番２号

北区清水新地６丁目貸アパート
月額5　万円

鈴ヶ原バス停歩５分●
挨６９㎡（２０.８７坪）●
Ｈ１４年２月築　２階建２F●
礼金１ヶ月　姶２台無料●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

荒尾市金山売地
2,201.8　万円
一里木バス停歩１分　三方道路●
地１,４５５.７１㎡（４４０.３５坪）●
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）０８３７渥
熊本県知事（６）第３６９８号

㈱ルミナスホーム

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

西区河内町船津売地
560　万円

河内支所バス停歩５分●
地２３０.８６㎡（６９.８４坪）●
唖宅地茜区域外　建築可●
公道４ｍ・間口１６ｍ●
河内小・中学校歩３分（２４０ｍ）●

緯０８０（６４２０）６０３８渥

熊本県知事（７）第３１５４号

横山不動産
緯０９６（３６６）５８６７渥

熊本県知事（１３）第７３０号

通産商事㈲

東区八反田２丁目売地
950　万円

八反田入口バス停歩６分●
地１６６㎡（５０.２１坪）マルショク・銀行４５０m●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
託麻西小、西原中又は東部中校区●
担当/０９０‐７４５０‐５３７８（小森田）●

山鹿市山鹿売地
1,860　万円
栄町（電鉄）バス停歩１分●
地５８１.８１㎡（１７５.９坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
温泉プラザ歩５分（４００ｍ）道路接面間口３２ｍ●
事務所、マンション用地適地●

緯０９６（３８８）１１８１握

熊本県知事（１５）第１５１号

清住土地㈱

菊池市旭志川辺売家
1,350　万円
下小ヶ原バス停歩３分●
地４８４.２２㎡（１４６.４７坪）●
建１４９.１３㎡（４５.１１坪）Ｈ６年１１月築●
６ＬＤＫ（和８・和４.５・洋８・６・６・６）倉庫付●
道の駅旭志から１㎞●

緯０９６（３８０）９００７渥

熊本県知事（３）第４５９３号

㈱ベストプランツ

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１１２.７１㎡（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

東区三郎２丁目売地
1,200　万円
東灰塚バス停歩５分●
地１３０.１４㎡（３９.３６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南４ｍ道路　日当り良好●
閑静な住宅街　尾ノ上小校区●

東区三郎２丁目新築セットプラン

2,480　万円
東灰塚バス停歩５分　建築条件付●
地１３０.１４㎡（３９.３６坪）１,２００万円●
建９２.５６㎡（２８坪）１,２８０万円●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南道路　オール電化　耐震構造　外構込　姶３台●

緯０９６（３４０）８８０８握
熊本県知事（４）第４２４４号

㈱TOWAコーポレーション

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

大窪３丁目売地
880　　渥万円
五戸窪バス停歩６分●
地２０４.３９㎡（６１.８３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南側４ｍ公道　日当良好●

建築条件無

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

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

高平３丁目売地
1,280　　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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトト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アパート用地・テナント用地等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等

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

三郎２丁目売家
1,780　　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

菊池市木柑子売地
790　　渥万

円
花房バス停歩１分●
地４３７.３７㎡（１３２.３坪）建築条件無●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
菊池自動車学校２００m●

３８７号線沿い　店舗用地向け

御領２丁目売地
1,580　　握万円
八反田バス停歩４分●
地１８１.８８㎡（５５.０１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
分譲地内　建築条件付　日当良好●

託麻西小・東部中　仲介手数料不要

水前寺１丁目売マンション
980　万円

ＪＲ水前寺駅歩２分　出水小・出水中●
挨５６.４６㎡（１７.０７坪）Ｓ６３年２月築●
哀愛２０,７６０円　ＳＲＣ１０階建８Ｆ●
Ｈ２９年１０月リフォーム済　３ＤＫ●
ダイアパレス水前寺８０１号●

花園７丁目売地
850　万円

柿原公民館前バス停歩５分●
地２７１.４１㎡（８２.１０坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　建築条件無●
花園小・井芹中校区●

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●

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●

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

オープンルーム
１１/４土５日１２：００～１６：００ 西区花園１丁目売マンション

280　万円
ＪＲ上熊本駅歩９分　１Ｋ●
挨２６.４９㎡（８.０１坪）Ｈ２年１０月築●
角部屋　ロマネスク上熊本●
哀愛９,９００円　ＲＣ４階建２Ｆ●
賃貸中　利回り１２.８％可●

南区護藤町売地
750　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●

中央区黒髪３丁目売地
1,400　万円
済々黌校前バス停歩２分●
地２０１.６５㎡（６０.９９坪）更地●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　事業用地適●
西側隣地一括購入可　詳細応談●

北区鶴羽田４丁目売家
1,580　万円
ハローデイ・ナフコバス停歩４分●
地３２９.０５㎡（９９.５３坪）東南角地●
建１４９.１６㎡（４５.１２坪）Ｓ５９年１２月築●
軽量鉄骨造２階建　５ＬＤＫ＋納戸●
北部東小・北部中校区●

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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東区桜木１丁目売地
2,660　万円
秋津薬局前バス停歩５分●
地２９４.１０㎡（８８.９坪）建築条件無●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
前面道路幅員約７.９ｍ●
桜木小約３４０ｍ・桜木中約５００ｍ●

東区昭和町新築一戸建
2,980　～3,180　万

円
万
円

健軍町電停歩１３分●
地１２７.０７㎡～１２７.０９㎡　販売２棟●
建９６.８７㎡～９８.９５㎡　４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
Ｈ２９年１２月完成予定　木造２階建●
姶２台　桜木小・桜木中校区●

緯０９６（３３１）０３６６渥
熊本県知事（３）第４４２３号

㈱ニコニコ不動産 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●

菊池市泗水町吉富売地
585　万円

養生園前バス停歩５分●
地４３８㎡（１３２.４９坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　更地渡し●
マルショク泗水店まで１.２㎞●

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！！

人吉市北泉田町貸マンション
月額7.4　万円
北泉田町バス停歩３分●
挨６１.００㎡（１８.４５坪）姶込●
Ｈ２２年３月築　ＲＣ３階建２Ｆ●
２ＬＤＫ　エアコン付●
保証金２２.２万円　交通買物至便●

売買
大津町大津売地
980　万円

大津北中学校前バス停歩５分●
地２４０.５４㎡（７２.７６坪）更地●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
建築条件無　南側公道●
室小・大津北中校区●

緯０９６（２７９）３８８９握

熊本県知事（６）第３４１６号

㈲ライフプランニング

八代市松江本町売家
1,400　万円
八代東高校前バス停歩５分●
地３３９.５５㎡（１０２.７１坪）●
建１１５.４９㎡（３４.９３坪）●
木造平家建　４ＤＫ＋倉庫●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

西区城山大塘売家
990　万円

高橋中間バス停歩６分●
地１２０.４９㎡（３６.４４坪）４ＤＫ●
建７２.８６㎡（２２.０４坪）Ｓ６１年８月築●
木造２階建　東南角地　即入居可●
Ｈ２９年８月一部外壁塗装済　姶２台可●

松橋町久具売地
490　万円

久具バス停歩５分●
地２１５.１４㎡（６５.０７坪）更地●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
当尾小・松橋中校区●
プロパンガス　宇城市役所９００m●

宇城市松橋町西下郷売家
1,480　万円
宇城警察署バス停歩１２分●
地２３８.８２㎡（７２.２４坪）４ＤＫ●
建１０８.８９㎡（３２.９３坪）Ｈ１７年３月築●
木造平屋建　浴室乾燥・暖房付●
姶３台可　対面式システムキッチン●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（５）第３８９１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●

清水新地４丁目売地
1,000　万円
新須屋駅歩５分●
地２１５.１３㎡（６５.０７坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％　更地●
城北小・清水中校区●

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●

梶尾町売家
1,980　万円
鶴の原温泉バス停歩１分●
地２１４.８９㎡（６５坪）木造２階建●
建１７１.４６㎡（５１.８６坪）Ｓ６１年２月築●
６ＬＤＫ　地下１階付　車庫有●
温泉付（別途使用料）　北部東小・北部中●

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●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

菊池市泗水町亀尾売地
700　万円

新村バス停歩１分●
地２,３６８㎡（７１６.３２坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
テナント用地、マンション用地適●
県道沿　泗水小・泗水中校区●

中央区八王寺町売地
1,856.12　万円
食糧事務所バス停歩２分●
地２１９.１７㎡（６６.２９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
周辺環境良好　セットバック必要●
春竹小、白山小、江原中、出水中校区●

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㎡（７２.７７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●

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１部屋空　利回り約１６％可●

中央区出水８丁目売地
2,352　万円
画図町バス停歩６分●
地２７８.１８㎡（８４坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
閑静な住宅街　日当り良し●
出水南小・出水南中校区●

大津町引水売家
1,700　万円
熊本文化の森バス停歩５分●
地１８４.４６㎡（５５.８０坪）木造２階建●
建７８.２４㎡（２３.６７坪）Ｈ２６年９月築●
３ＬＤＫ　サンルーム付　築浅３年●
閑静な分譲地内　大津小・大津中●
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築３年!!

㈱中央住建不動産 緯０９６（３７５）０５５５渥国土交通大臣（１）第８９１５号

菊陽町原水売家
2,180　万円
入道入口バス停歩１０分●
地３５７.０７㎡（１０８.０１坪）木造平屋建●
建１０２.２７㎡（３０.９３坪）Ｈ２２年４月築●
４ＬＤＫ　カーポート２台分付●
閑静な分譲地内　菊陽北小・菊陽中●

築
８
年
未
満
♪ 太陽光５kw付

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産

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●

出仲間７丁目売地

3,600　万円
出仲間バス停歩４分●
地４０５.０９㎡（１２２.５３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●

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●

帯山７丁目売地

2,800　万円
帯山４丁目バス停歩５分●
地３２７.６１㎡（９９.１０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
マルキョウ約４００ｍ　シュロアモール約９００ｍ●
北西角地　帯山（西原）小・西原（帯山）中校区●

大窪３丁目売地

1,500　万円
化血研バス停歩８分●
地３５５.３５㎡（１０７.４９坪）●
唖宅地茜準工/一中娃６０％阿１５０％/２００％●
東南角地　日当り良し　！●
広 １々０７坪　高平台小・京陵中校区●

麻生田４丁目売地

1,500　万円
楡木小入口バス停歩４分●
地２３１.４０㎡（６９.９９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南側道路　ドラッグセイムス５５０ｍ●
ローソン７００ｍ　麻生田小・清水中校区●

帯山７丁目売地

1,430　万円
帯山４丁目バス停歩８分●
地１７８.３４㎡（５３.９４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静住宅地　マルキョウ約４５０ｍ●
帯山小・西原中校区●

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●

室園町売マンション

900　万円
篠原バス停歩４分●
挨６７.４４㎡（２０.４０坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２年１月築　コアマンション室園台●
哀愛１３,６９０円　５階建３Ｆ●
閑静な住宅地　朝日野総合病院約３５０ｍ●

健軍１丁目売地

2,760　万円
神水町バス停歩６分●
地２３８.９２㎡（７２.２７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
現況更地の整形地！！　健軍小約１７０m●
マリスト学園の北側　健軍小・湖東中校区●

健軍本町売地

2,280　万円
東町バス停歩２分●
地２８５.４０㎡（８６.３３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
健軍商店街約９２０ｍ　サンロードシティ約８６０ｍ●
買物便利　健軍小・湖東中校区●

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●

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●

大津町大津売地

800　万円
美咲野団地入口バス停歩９分●
地４９６.００㎡（１５０.０４坪）●
唖畑茜二低娃５０％阿１００％●
二面道路　静かな環境●
美咲野小・大津北中校区●

梶尾町売地

600　万円
鶴の原北口バス停歩４分●
地２００.７３㎡（６０.７２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
前面道路６ｍ　建築条件なし●
静かな環境　北部東小・北部中校区●

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●

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１１/４土５日１１：００～１６：００ オープンルーム１１/４土５日１１：００～１６：００


