
西原村小森売家
1,480　　渥万円
揺ヶ池（萌の里前）バス停歩１０分●
地３０２.１５㎡（９１.４０坪）４LDK●
建１６１.１７㎡（４８.７５坪）H９年９月築●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％　●
山西小・西原中校区●

西原村布田売地
371.3　～747.5　　握万

円
万
円

西原台バス停歩５分●
地１９８㎡（５９.８９坪）●
～３９８.５７㎡（１２０.５７坪）
唖宅地・雑種地茜無指定娃７０％阿２００％　●
販売２区画　山西小・西原中校区●

緯０９６（２７９）２９５９㈲エステート西原 www.estate-nishihara.com/熊本県知事（４）第４１１０号

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
2,900　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　３LDK＋WIC●
３/１７土１８日１２～１７時オープン●

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）

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　フラット３５適合証明書●
角地　閑静住宅街　松橋小・松橋中●

池田１丁目売マンション
1,780　万円
電鉄上熊本駅歩１１分　姶有●
挨９６.８８㎡（２９.３０坪）Ｈ８年２月築●
哀愛１４,７００円　ＲＣ８階建６Ｆ●
南向き　４ＬＤＫ角部屋　ペット相談可●
逢２７.３１㎡　システムキッチン●

火の国不動産 緯０９６（２８２）０２２５渥熊本県知事（１１）第１５８９号

御船町滝川売地
720　万円

滝川橋バス停歩２分●
地２９８㎡（９０坪）●
唖宅地茜区域外●
娃７０％阿２００％●
前面道上・下水道配管有●

御船町木倉売家
1,100　万円
西木倉バス停歩５分●
地６１４㎡（１８５坪）●
建１１２㎡（３３.６坪）築年月不詳●
別荘向き　Ｈ１２年１２月増築●
建物熊本地震被害なし●

御船町滝尾売地
180　万円

玉虫バス停歩３分●
地２４２㎡（７３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
別途山林２１４㎡含む●
田舎住い向き　住宅用地●

御船町陣売地
350　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％●
要農地転用手続●

南阿蘇村久木野売家
1,500　万円
久木野庁舎前バス停歩４０分●
地９５４㎡（２８８坪）●
建９７.３３㎡（２９.５坪）H２年１２月築●
ウッドデッキ有、南向、別荘●
和８、洋１０、LDK１６●

御船町御船売地
400　万円

下辺田見バス停歩５分●
地１６６.９９㎡（５０坪）●
唖宅地茜二低●
娃５０％阿１００％●
上・下水道配管理●

御船町東禅寺売家
800　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●
Ｈ１１年月不詳一部増築あり●
南向で日当良●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

荒尾市増永売アパート
2,800　万円
有明高校前バス停歩８分●
地４９６.３２㎡（１５０.１３坪）姶８台●
建２０３.１２㎡（６１.４４坪）H１２年７月築●
軽量鉄骨造２階建　積水ハウス施工●
全４戸　現在満室　表面利回り９,０９％●

緯０９６（２７３）７７７６渥

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

中央区京町２丁目売家
2,980　万円
京町本丁バス停歩２分●
地１１３.０５㎡（３４.２坪）●
建８５.２１㎡（２５.７７坪）Ｓ６０年１２月築●
Ｈ３０年２月内外装全面リフォーム済・増築●

緯０９６（３４２）４７９７渥

熊本県知事（２）第４９０１号

住センター幸和

中央区黒髪４丁目売住居付事務所

1,280　万円
立田自然公園入口バス停歩８分●
地１１３㎡　建６８.２４㎡　Ｈ４年５月築●
１Ｆ事務所・２Ｆ広々ロフト付１Ｒ　倉庫付●
Ｈ２８年５月内外改装済　姶５台●
委細応談　連絡先：０９０‐１３４９‐６６８６●

緯０９６（２２７）６１１９渥

熊本県知事（９）第２５０８号

㈲緑地所

南区城南町鰐瀬売地
980　万円

鰐瀬バス停歩１０分●
地２,００４.２８㎡（６０６.２９坪）●
唖宅地・畑茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域●
水‐井戸水　排水‐集落排水区域●

北区武蔵ヶ丘１丁目売地
2,923　万円
武蔵ヶ丘小学校バス停歩３分●
地２７６.１４㎡（８３.５３坪）南面道路●
唖宅地茜近商娃８０％阿２００％●
更地　建築条件無　武蔵小２５０ｍ●
アパート・住宅適　ゆめマート１５０ｍ●

緯０９６（３２５）８２７２渥
熊本県知事（１０）第２０５０号

茂村住宅㈱

南区出仲間６丁目売一棟ビル
3,600　万円
田迎一里木バス停歩２分●
地２１０.０６㎡（６３.５４坪）鉄骨造３階建●
建４６６.９１㎡（１４１.２４坪）S６２年３月築●
事務所・居宅・店舗　全５戸　賃貸中●
姶４台　田迎小・託麻中校区●

㈱平成不動産 緯０９６（３７０）２６７７渥熊本県知事（２）第４８７０号

西区西松尾町売地
1億円

垂玉（小島）バス停歩３分●
地３,３３１.５４㎡（１,００７.７９坪）●
唖宅地茜準工・調整娃６０％阿２００％　●
集落内開発地域含む●
建物有　小島小・城西中校区●

南区城南町沈目売地
1,635　万円
グラウンド入口バス停歩１１分●
地９０１.１４㎡（２７２.５９坪）●
唖宅地・畑茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件無　東側熊本市道に接道●
集落内開発地域内●

東区小峯１丁目売地
1,100　万円
西小峯バス停歩５分●
地１９９.８５㎡（６０.４５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％　●
建築条件無　ワイドマート約４００m●
山ノ内小約６７０m・錦ヶ丘中校区●

中央区水前寺６丁目新築一戸建
3,880　　万円

（
税
込
）

熊本テルサ前バス停歩４分　姶２台●
地１３５.３７㎡（４０.９４坪）木造２階建●
建１０４.０１㎡（３１.４６坪）H３０年２月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ×２　ウッドデッキ付●
セットバック済　砂取小校区●

◎旧はませんバイパス沿い
◎北西角地

満室時想定年収
 ３,８４０,０００円可
 
満室時想定利回り
 １０.６６％可

◎国道５０１号線沿い
◎視認性良好

１,０００坪超　建築条件無
さまざまな用途に対応
用途に応じたプランで
建築可

大矢野町登立売家
2,000　万円
坂本バス停歩３分●
地３３０.８６㎡（１００.０８坪）●
建１９１.９７㎡（５８.０７坪）姶有●
Ｈ１３年６月築　登立小正門前●
広 ７々ＬＤＫ　２世帯住宅向●

緯０９６（３５６）３５２２渥有限会社エステートマツイシ熊本県知事（７）第３１０８号

オープンハウス３/１７土１８日１０：００～１７：００
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米屋町１丁目売マンション
1,300　　渥万

円
呉服町バス停歩３分●
挨６６.５１㎡（２０.１１坪）３LDK●
H２年３月築　平坦な道、市街地アクセス良好●
哀愛１７,９００円　姶無　１３階建３Ｆ●
熊本駅市電約６分、ゆめマート熊本新町店３５０m●

白藤２丁目売マンション
1,490　　渥万

円
白藤東原バス停歩３分●
挨８１.８１㎡（２４.７４坪）４LDK●
H１１年２月築●
哀愛１１,２００円　姶３,５００円　１５階建６Ｆ●
総戸数１６６戸の分譲マンション　駐車場１台有●

弓削５丁目売地
1,287　　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●
弓削小・武蔵中校区　建物解体渡し●

壺川１丁目売地
1,750　　渥万

円
内坪井バス停歩３分●
地３７５.９９㎡（１１３.７３坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
マックスバリュ５００ｍ　二の丸公園７４０ｍ●
壺川小３００ｍ　京陵中７４０ｍ●

泗水町吉富売家
2,860　　渥万

円
富の原バス停歩６分●
地１,６０５.８０㎡（４８５.７５坪）●
建１６８.８１㎡（５１.０６坪）Ｈ１６年７月築●
H２９年外壁塗装済　広い菜園・畑有り●
現在野菜・果物栽培中　大手住宅メーカーの家●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５国土交通大臣（１）第００８４３２号緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

既存住宅を探しています！！
お住み替えのお手伝いも致します。

泗水町吉富売家
1,810　万円
富の原バス停歩５分●
地１５０.２６㎡（４５.４坪）３LDK●
建９２.７４㎡（２８坪）H２９年６月築●
Ⓟ４台　私道負担面積２５０㎡●
富の原北区/泗水小・中校区●

緯０９６８（３８）０９８１渥
熊本県知事（８）第２７８７号

㈲村木不動産

オープンハウス
３/１７土１８日１０：００～１６：００

長期優良住宅

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（１）第４９８２号

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●

帯山３丁目売地
2,550　万円
帯山団地前バス停歩４分●
地２８５.５８㎡（８６.３８坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
現況有姿渡し　西側１４ｍ公道●
生活環境良好　帯山小・帯山中校区●

オープンハウス
３/１８日１１：００～１６：００

合志市豊岡２２１７‐６６カーナビ

㈱マスダ不動産開発 緯０９６（２２３）７１８１渥熊本県知事（６）第３７５３号

黒髪６丁目売地
1,458　万円
小碩橋バス停歩１分●
地２２９.６２㎡（６９.４６坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
北西側県道に８.５８ｍ接道●
住宅・事務所・店舗適●

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　!

御船町辺田見売地
746.7　万円
下妙見谷バス停歩１分●
地４１１.４５㎡（１２４.４６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
国道４４３号線沿　更地●
店舗・事務所用地適●

北区鶴羽田４丁目売家
2,150　万円
上の門バス停歩５分●
地３２９.０５㎡（９９.５坪）車庫付●
建１４９.１６㎡（４５.１２坪）Ｓ５９年１２月築●
軽量鉄骨造２階建　６ＬＤＫ＋ＷＩＣ・納戸●
セキスイハウス施工　耐震検査対応●

㈲山口住研熊本県知事(３)第４３２２号 緯０９６（３７５）５５１５握
現地携帯/０９０（４５１８）３１７７

オープンハウス３/１７土１８日１２：００～１７：００Ｈ３０年３月内外装リフォーム済

水回り新品

合志市須屋売地
1,380　万円
東須屋バス停歩１分●
地２８６.００㎡（８６.５１坪）　更地●
唖山林茜一低娃４０％阿８０％●
角地　東側６ｍ公道●
西合志東小・西合志南中校区●

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

御幸笛田３丁目売地
1,500　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●

菊池市隈府売アパート
9,300　万円
菊池プラザバス停歩１分●
地１,２７５.０９㎡（３８５.７１坪）賃貸中●
建３１１.０６㎡（９４.０９坪）販売２棟共通●
木造２階建　Ｈ１９年９月築●
オーナーチェンジ　表面利回り８.５１％可●

御船町御船売地
500　万円

中辺田見バス停歩５分●
地２５３.８８㎡（７６.７９坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿２００％●
西側約６ｍ公道　更地●
御船小・御船中校区●

合志市豊岡売地
980　万円

笹原入口バス停歩６分●
地２０８.０６㎡（６２.９３坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　東側約６ｍ公道●
合志南小・合志中校区●

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
八代市古城町売地

1,838　万円
八代三中前バス停歩６分●
地１,０１３.００㎡（３０６.４３坪）●
唖田茜準住娃６０％阿２００％●
３.３m（坪）６万円●
更地　現況渡し●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

菊池市隈府売家
1,400　万円
菊池警察署バス停歩４分●
地１４１.００㎡（４２.６５坪）３ＤＫ●
建５７.９６㎡（１７.５３坪）Ｈ２３年築●
平屋３ＤＫ　オール電化　駐車場２台●
隈府小・菊池南中校区　築７年●

緯０９６（３５８）０００６渥

熊本県知事（１４）第５０４号

全九殖産㈱
国土交通大臣（１）第００９０３３号

錆０１２０（０９４）８８８渥
㈱すがコーポレーション　熊本東店

大江２丁目売家
3,580　万円
熊本学園大学入口バス停歩４分●
地１４２.４６㎡（４３.０９坪）木造２階建●
建１０５.９８㎡（３２.０５坪）Ｈ２７年２月築●
南面道路で駐車２台可能！！●
人気地区！！　便利な施設充実●

賃貸
花畑町貸店舗

月額129.6　万円
花畑町電停歩３分●
挨４４８.９２㎡（１３５.７９坪）　飲食店可●
S５０年３月築　ＲＣ１２階建２Ｆ●
礼金１ヶ月　保証金１０ヶ月●
銀座通り沿　１フロア１テナント●

緯０９６（３８４）０３１１渥

熊本県知事（５）第３８８２号

北九開発㈱ 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！！

人吉市五日町貸マンション
月額5.8　万円
九日町バス停歩１分　姶１台込●
挨３２.８３㎡（９.９３坪）H１９年１２月築●
RC１０階建４F　保証金１７.４万円●
家財保険加入　球磨川を望む●
エレベーター　オートロック付１K●


