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㈱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　!

東区湖東３丁目売家
2,350　万円
湖東町バス停歩３分●
地１８８.７０㎡（５７.０８坪）●
建１４７.００㎡（４４.４６坪）Ｓ６２年１１月築●
鉄骨２階建　東南角地　閑静な住宅地●
健軍小・湖東中校区　環境良し●

南阿蘇村河陰売家
1,500　万円
木の香湯温泉入口バス停歩１１分●
地８１４.００㎡（２４６.２３坪）●
建８８.３５㎡（２６.７２坪）Ｈ１３年９月築●
木造スレート葺２階建　３ＬＤＫ●
緑豊かな自然に囲まれた住環境●

東区西原１丁目売地
1,019.2　万円
西原郵便局前バス停歩３分●
地１２０.６２㎡（３６.４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
古家・倉庫有　閑静な住宅地●
西原小　西原中校区●

西区島崎６丁目売地
800　万円

花園バス停歩５分●
地４１５.００㎡（１２５.５３坪）●
唖宅地茜二中高娃６０％阿２００％●
古家有　城西小・西山中校区●
プロパンガス　閑静な住宅地●

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●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号
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

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
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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

萩原町売マンション

1,298　　渥万
円

萩原バス停歩５分　３ＬＤＫ●
挨６８.５８㎡（２０.７４坪）Ｈ２年５月築●
哀愛１０,３００円　ＳＲＣ１１階建１０Ｆ●
逢１０.１６㎡　春竹小・江原中校区●

Ｈ２９年１２月リフォーム完了予定

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
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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

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

池田２丁目売地
780　　渥万円
池田三丁目バス停歩２分●
地１５７㎡（４７.４９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　北側４ｍ道路　現状渡し●

建築条件無　池田小・京陵中校区

打越町売地
1,380　　渥万円
永浦橋バス停歩４分●
地４１６.６４㎡（１２６.０３坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高平台小・京陵中校区●

２方道路　更地渡し　建築条件無

誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００熊本県知事（３）第４５９６号

中央区国府３丁目売地
2,280　　渥万円
新水前寺駅歩９分●
地２５５.００㎡（７７.１３坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
白山小・出水中校区●
建築条件なし●

中央区出水８丁目売マンション
3,380　　握万円
江津団地バス停歩１分●
挨９２.９９㎡（２８.１２坪）４ＬＤＫ●
Ｈ２８年５月築　未入居　シティライフ出水●
哀愛１３,４００円　姶４,５００円　７階建１Ｆ●
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　　握万

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　ディアステージ国府●
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　！●

リビングエアコン１台、全室カー
テン（お選び頂けます）・照明

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区山ノ神１丁目売地
1,918.5　万円
小峯３丁目バス停歩３分●
地２５３.７㎡（７６.７４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
東側４ｍ公道に間口約１４ｍ接道●

緯０９６（３６９）４３１４渥

熊本県知事（２）第４６１０号

エリアプラン

御船町御船１丁目売地
400　万円

滝川バス停歩８分●
地１６６.９９㎡（５０坪）●
唖宅地茜二低●
娃５０％阿１００％●
上・下水道配管理●

御船町陣売地
400.4　万円
小坂バス停歩１０分●
地４７４㎡（１４３坪）●
唖畑（現況雑種地）●
茜区域内娃７０％阿２００％●
要農地転用●

城南町今吉野売地
450　万円

杉上今バス停歩７分●
地２０３㎡（６１坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
住宅街　集落内開発制度内●
熊本市東区・南区通勤地域●

御船町東禅寺売家
780　万円

東禅寺バス停歩７分●
地２３８㎡（７２坪）●
建９８.２１㎡（２９坪）Ｓ３１年１月築●
南向で日当良●
省エネ給湯器●

火の国不動産 緯０９６（２８２）０２２５渥熊本県知事（１１）第１５８９号

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

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（３６４）５０１０渥ベスト・グリーン㈱ http://www.best-green.jp熊本県知事（３）第４３８６号

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●

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●

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●

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●

賃貸
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。

東区御領６丁目貸事務所付倉庫

月額57.24　万円
松の本バス停歩５分●
地４３６.７１㎡（１３２.１０坪）２階建●
建３３６.７２㎡（１０１坪）Ｈ２９年４月築●
１階倉庫・２階事務所　穐６ヶ月●
熊本インターまで７００ｍ●

緯０９６（３８０）３９１１渥

熊本県知事（８）第２９１０号

㈲太平不動産

人吉市瓦屋町新築貸マンション

月額5.75　～6.9　万
円

万
円

上瓦屋バス停歩５分　２ＬＤＫ●
挨５３.４０㎡　Ｈ２９年１２月上旬完予●
ＲＣ４階建／Ｎ棟２０戸・３階建／Ｓ棟１８戸●
葵４,０００円　姶５,０００円（２台目可）●
保証金３ヶ月　家財保険加入要●

緯０９６６（２２）２３１１渥不動産のウラタ㈱熊本県知事（１１）第１６９４号

ウエスト・ワン　RC　入居者募集中！！

※イメージパー※イメージパースス

エアコン・浴室乾燥機・
エレベーター・
オートロック・

買物便利・日当良好

◎新築マンション◎

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

八代市郡築１番町売家
750　万円

郡築入口バス停歩４分●
地３３０.００㎡（９９.８２坪）●
建８０.３２㎡（２４.２９坪）姶有●
木造平家建　Ｓ４７年５月築●
４ＤＫ＋広縁・倉庫　全室収納●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）４４６２号

にしざき不動産 緯０９６（３３８）５９３６渥
［シミズ不動産］で検索シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

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４８ｍ●

龍田７丁目売地
860　万円

二里木バス停歩３分●
地２１７.０７㎡（６５.６６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件付　更地●
龍田小７２０ｍ・龍田中９６０ｍ●

龍田弓削２丁目売地
1,036　万円
武蔵ヶ丘団地入口バス停歩８分●
地２９７.９７㎡（９０.１３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　セットバック要●
龍田小・龍田中校区●


