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ガラリト熊本　検索

出仲間７丁目売地
1,808　　渥万

円
出仲間バス停歩４分●
地２０３.４６㎡（６１.５４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
ゆめタウン約６５０ｍ　熊本中央病院約７５０ｍ●
田迎小（約４２０ｍ）・託麻中（約５１０ｍ）校区●

島崎１丁目売地
1,890　　渥万円
日向崎バス停歩３分●
地２０８.５９㎡（６３.０９坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
二面道路　ゆめマート約１５０ｍ●
青磁野病院約３００ｍ　一新小・西山中校区●

長嶺東２丁目売地
2,980　　渥万

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●

大津町大津売地
800　　渥万

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●

弓削５丁目売地
1,348　　渥万円
菊陽バイパス入口バス停歩３分●
地２０２.６２㎡（６１.２９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
光の森駅４６０ｍ　ゆめタウン６５０ｍ●
南面６m道路　弓削小・武蔵中校区●

オープンハウス１/１３土１４日１１：００～１６：００

八代市麦島西町売地
440　　渥万円
麦島バス停歩２分●
地１９４.００㎡（５８.６８坪）●
唖畑茜二中娃６０％阿２００％●
閑静な住宅地　ローソン約１５０ｍ●
坪単価７.５万円　麦島小・八代第三中校区●

健軍１丁目売地
2,760　　渥万円
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●

保田窪４丁目売マンション

1,880　　握万円
西原郵便局前バス停歩７分●
挨７７.５５㎡（２３.４５坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１７年７月築　コアＭ保田窪プラウス●
哀愛１５,７００円姶５,０００円　１１階建１０Ｆ●
シュロアモール約３００ｍ　西原小・中校区●

大津町室売マンション

1,700　　渥万円
肥後大津駅バス停歩１分●
挨７０.７３㎡（２１.３９坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２５年２月築　トラスト大津ネクサージュ●
哀愛１０,１００円姶４,０００円　１２階建７Ｆ●
イオン約２００ｍ　ダイレックス約６２０ｍ●

合志市幾久富売家
1,580　　握万円
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●

島町５丁目売家
3,080　　渥万円
島町バス停歩５分●
地２６４.５１㎡（８０.０１坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１４６.９７㎡（４４.４６坪）Ｈ９年２月築●
南面道路　日当り良好　西熊本駅６５０ｍ●
イオンタウン６８０ｍ　力合小・中校区●

新南部２丁目売家
3,500　　渥万

円
新南部バス停歩２分●
地２５０.９５㎡（７５.９１坪）４ＬＤＫ（５ＬＤＫへ変更可）●
建１５８.１６㎡（４７.８４坪）Ｈ２０年７月築●
太陽光発電・オール電化・床暖房付●
全室南向き　西原小・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

山鹿市山鹿売地
1,980　　渥万円
山鹿栄町バス停歩１分●
地５９７.５４㎡（１８０.７５坪）建物有●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
茜二住娃６０％阿２００％●
バス通り沿い　角地

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

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　日当良好●
託麻西小・東部中　建築条件無

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　解体更地渡し●

建築条件無　池田小・京陵中校区

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

池田２丁目売家
3,680　　渥万円
電鉄池田駅歩２分　オール電化●
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　池田小・京陵中

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

三郎２丁目売地
1,780　　渥万円
三郎バス停歩５分●
地２１４.５５㎡（６４.９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当・利便性良好　解体相談可●
整形地　尾ノ上小・錦ケ丘中校区

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

相続・資産売却等で
お考えの方、是非ご相談下さい
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中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地アパート用地・・
テナント用地等テナント用地等をを
探しています探しています。。

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西区蓮台寺１丁目売地
650　万円

蓮台寺入口バス停歩２分　東北角地●
地９９.１８㎡（３０.００坪）公簿●
唖宅地茜一住娃６０％阿１６０％●
古家（木造２階建　４ＤＫ）有　現況渡●
担当/０９０‐８２９９‐１５７５●

緯０９６（２２１）５６４７渥

熊本県知事（８）第２７５９号

㈲熊本リアルサービス

小峯３丁目売地
1,142　万円
西小峯バス停歩５分●
地１６４.１３㎡（４９.６４坪）●
唖宅地茜二住●
娃６０％阿１５０％●
即建築可　建築条件無●

緯０９６（３６７）０５７０渥

熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産
北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

北区清水亀井町売家
2,200　万円
電鉄八景水谷駅歩４分●
地２９４.００㎡（８８.９３坪）５ＤＫ●
建１０４.１９㎡（３１.５１坪）Ｓ４５年５月築●
Ｈ２９年４月内外装全面リフォーム済●
木造平家建　南向　清水小・竜南中●

緯０９６（２７３）７４５７渥
熊本県知事（１）第５１６８号

（同）あるある不動産工房

オープンハウス
１/１３土１４日１０：００～１６：００ 北区鶴羽田３丁目売地

1,800　万円
菊南温泉前バス停歩３分●
地３９７.９５㎡（１２０.３７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
高台眺望良し ！　北部東小校区●
スーパーハローデイ菊南店約５８０ｍ●

北区四方寄町売地
1,050　万円
葉山団地南バス停歩４分●
地３４３.０８㎡（１０３.７８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
西側道路　日当り良し ！　建築条件無●
HIヒロセ飛田店約６００m　北部東小校区●

西区二本木４丁目売家
600　万円

熊本操車場前バス停歩４分●
地１６４.９５㎡（４９.８９坪）●
建５２.８９㎡（１５.９９坪）Ｓ４２年７月築●
木造平家３ＤＫ●
熊本駅迄歩１６分　古町小校区●

緯０９６（２９５）４６８８渥㈱明日香リアルティ熊本県知事（７）第３０３７号

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

内坪井町売地
4,705　万円
内坪井バス停歩２分●
地２８２.８５㎡（８５.５６坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
南西角地　セットバック要　●
壺川小・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％●
更地　建築条件無●
東側約４ｍ公道　御幸小・託麻中●

本荘６丁目売地
2,250　万円
本荘保育園前バス停歩３分●
地２７６.３３㎡（８３.５８坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
現況月極駐車場　セットバック要●
本荘小・江原中校区●

大江６丁目売アパート
1億5,300　万円
味噌天神前電停歩４分●
地３６３.６７㎡（１１０.０１坪）全２８戸●
建６７５.２０㎡（２０４.２４坪）Ｈ６年１０月築●
鉄骨造４階建　オーナーチェンジ●
賃貸中　表面利回り８.０７％可● 水前寺支部

（一社）熊本県宅地建物取引業協会
東区健軍１丁目売地

3,063　万円
健軍校前電停歩６分●
地２７３.７１㎡（８２.７９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
古家有　更地渡し　北側６ｍ道路●
健軍小・湖東中校区●

緯０９６（３８４）２０５７握

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

合志市豊岡売家
3,350　万円
泉ヶ丘団地バス停歩７分　姶２台●
地２１２.９６㎡（６４.４２坪）南面６ｍ公道●
建１１４.５０㎡（３４.６３坪）Ｈ２５年１１月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
ダイワハウスジーヴォの築浅住宅●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（１）第４９８２号

大和地所株式会社

オープンハウス
１/１３土１４日１１：００～１７：００

合志市豊岡２２１７‐６６カーナビ

㈲サンアイ不動産 緯０９６（３４４）６１１０渥熊本県知事（７）第３１８０号

宇土市松山町売家
3,885　万円
松山バス停歩１２分●
地１,２９４.０㎡（３９１.４３坪）●
建１９２.７８㎡（５８.３１坪）●
木造合金鋼板葺２階建●
４ＬＤＫ＋ロフト、駐車１０台可●

２２kwの太陽光発電付、オール電化のバリアフリー住宅
発電額が月最大１１.５万円有り

○
Ｌ
Ｄ
Ｋ
　
帖
２４

○
　
㎡
ワ
イ
ド
テ
ラ
ス

６０
○
ト
イ
レ
３
ヶ
所

○
洗
面
脱
衣
２
ヶ
所

Ｈ２７年２月築

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
1,480　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●

中央区琴平１丁目売家
1,250　万円
JR南熊本駅歩８分●
地１２８.８７㎡（３８.９８坪）●
建１０４.３０㎡（３１.５５坪）Ｓ４８年１１月築●
木造２階建　５LDK（和×２　洋×３　WC×２）●
春竹小・江原中　H22年８月リフォーム済●

東区上南部２丁目売アパート
3,750　万円
王田バス停歩２分●
地５５３.７２㎡（１６７.５坪）角地●
建３６６.９４㎡（１１１坪）Ｓ５９年１月築●
１F：軽量鉄骨造　２F：木造　３ＤＫ×８世帯●
Ｈ２８年１０月一部リフォーム済　現在満室●

緯０９６（３６６）５５１５渥
熊本県知事（８）第２７８２号

㈲天草不動産商会 錆０１２０（６１１）４４１握握㈱ホームステージ国土交通大臣（２）第８１２６号

龍田８丁目新築一戸建
2,890　万円
二里木バス停歩１分●
地１６２.８８㎡（４９.２７坪）木造２階建●
建９５.２２㎡（２８.８０坪）H２９年１１月築●
３LDK＋WIC　Ⓟ有　外構工事含む●
北東４ｍ道路　龍田小・龍田中校区●

上代７丁目新築一戸建
3,180　万円
城山保育園入口バス停歩３分●
地２１０.３７㎡（６３.６３坪）木造２階建●
建１０３.００㎡（３１.１５坪）H２９年１１月築●
３LDK　Ⓟ２台可　北側公道約４ｍ●
城山小・三和中校区●

龍田８丁目新築一戸建
3,180　万円
二里木バス停歩１分●
地２１２.７９㎡（６４.３６坪）木造平屋建●
建８４.８８㎡（２５.６７坪）H２９年１１月築●
３LDK　Ⓟ有　外構工事含む●
南西４ｍ道路　龍田小・龍田中校区●

益城町広崎売地
1,600　万円
広崎バス停歩１０分●
地４０６.６１㎡（１２２.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　更地渡し　建築条件無●
広安小・益城中校区●

桜木３丁目売地
2,100　万円
府内古閑バス停歩４分●
地２３２.３６㎡（７０.２８坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
更地　南道路　建築条件無　●
桜木東小・桜木中校区●

水前寺６丁目売地
2,400　万円
熊本テルサバス停歩５分●
地１３７.０９㎡（４１.４６坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
更地　東南角地　建築条件無●
砂取小・出水中校区●

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

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●

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●
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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。

売買
八代市上野町売家

2,010　万円
ＪＲ新八代駅歩３５分●
地２２９.４８㎡（６９.４１坪）木造２階建●
建１３７.００㎡（４１.４４坪）Ｈ２０年５月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　システムキッチン●
Ⓟ３台分　太陽光発電システム●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

龍田弓削２丁目売地
955　万円

武蔵ヶ丘団地入口バス停歩１１分●
地１９７.５７㎡（５９.７６坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　上下水道完備●
龍田小・龍田中校区●

龍田弓削２丁目売地
1,180　万円
塚ノ本バス停歩７分●
地２０８.７２㎡（６３.１３坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件付　北側６ｍ公道●
閑静住宅地　龍田小・龍田中校区●

菊陽町津久礼売家
2,480　万円
三里木バス停歩１１分●
地２３９.０２㎡（７２.３０坪）●
建１９７.６４㎡（５９.７８坪）　５LDK●
H２年７月築　６m道路沿い●
菊陽西小・武蔵ヶ丘中校区●

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!!

緯０９６（３３８）５９３６渥
［シミズ不動産］で検索

賃貸
緯０９６６（２２）２３１１握

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！！

人吉市南泉田町貸マンション
月額8.5　万円
山田橋バス停歩４分●
挨７０.０２㎡（２１.１８坪）４ＤＫ●
Ｈ８年２月築　保証金２５.５万円●
ＲＣ４階建４Ｆ　要家財保険加入●
貸主にて仲介料不要　姶有●

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　更地渡し●
セブンイレブン・ローソンまで５００ｍ●

菊池市泗水町吉富売地
395　万円

伝承館前バス停歩１５分●
地１８５㎡（５５.９６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件付き　更地渡　泗水小・中校区●
子育てに優しい閑静な住環境です●

菊池市泗水町永売地
280　万円

高江バス停歩３０分●
地５３９㎡（１６３.０４坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無し　土地広々●
平屋も建築可能　現況更地●

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㎞●

菊池市泗水町永売家
695　万円

高江バス停歩４０分●
地１８７.７５㎡（５６.７９坪）３ＤＫ●
建７２.０３㎡（２１.７８坪）Ｓ５８年９月築●
木造２階建　南向き日当り良好●
庭を撤去すれば車３台駐車可能●

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１渥熊本県知事（１）第５０６２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

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

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●

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●

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●

東区戸島西１丁目売家
2,480　万円
長嶺小学校入口バス停歩８分●
地１７５.９１㎡（５３.２１坪）木造２階建●
建１０２.８８㎡（３１.１２坪）Ｓ６２年９月築●
戸島西エリア♪の閑静な住宅街●
長嶺小・長嶺中校区　環境良し●

㈲コンサル熊本県知事（４）第４２６４号 緯０９６（２３２）８２０８渥
http://f-consul.com/

合志市豊岡売家
1,880　万円
すずかけ台バス停歩３分●
地２３０.１９㎡（６９.６３坪）木造２階建●
建１２５.００㎡（３７.８１坪）Ｓ６０年８月築●
４ＬＤＫ　合志南小・合志中校区●
Ｈ２４年１２月全面リフォーム済●

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●

山鹿市山鹿売家
1,490　万円
西上町バス停歩３分　山鹿小・山鹿中●
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　カフェ・サロンに適●
南側公道　八千代座歩７分（５６０ｍ）●

龍田４丁目売家
2,280　万円
迫の上バス停歩６分　３ＬＤＫ＋納戸●
地２００.０２㎡（６０.５０坪）木造２階建●
建１２７.６８㎡（３８.６２坪）Ｈ１５年１２月築●
オール電化　たつだニュータウン●
プロヴァンス風のお洒落なおうち●

鹿央町梅木谷売家
980　万円

梅木谷バス停歩３分●
地１,８８２.２３㎡（５６９.３７坪）●
建１６４.１２㎡（４９.６４坪）Ｓ５１年７月築●
木造２階建６ＤＫ　ＩＨ３口コンロ●
高台　めのだけ小・米野岳中校区●

緯０９６（２２３）７１８１
熊本県知事（５）第３７５３号

㈱マスダ不動産開発

熊本市近郊及び上益城郡内で
300坪位の宅地を求む ！

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）

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●

京町本丁売マンション
3,000　万円
往生院前バス停歩１分　最上階●
挨７５.５４㎡（２２.８５坪）Ｈ２６年１０月築●
哀愛１４,２７０円　ＲＣ１４階建１２Ｆ●
大和ハウスのバリアフリーマンション●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　壺川小・京陵中校区●

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

5,920　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１２.３％可●
近隣商業地域●

松橋町松橋新築一戸建
1,980　万円
松橋中学校入口バス停歩２分●
地９８.１７㎡（２９.６９坪）木造２階建●
建８６.１１㎡（２６.０４坪）H３０年１月築●
３LDK　Ⓟ２台　角地　松橋小・中●
１/１３土１４日１２～１７時オープン●


