
麻生田２丁目新築一戸建
2,348　　万円（税込）
石倉バス停歩３分　姶２台可●
地１５７.３１㎡（４７.５９坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｈ３０年３月築●
３ＬＤＫ＋WIC　楡木小・楠中校区●
エコキュート・外構工事・カーテン付●

尾ノ上３丁目新築一戸建
2,710　　万円（税込）
灰塚バス停歩３分　姶２台可●
地１２１.３３㎡（３６.７０坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｈ３０年９月完予●
３ＬＤＫ　尾ノ上小・錦ケ丘中校区●
オール電化　エコキュート・全室ＬＥＤ照明付●

シアーズホームグループ　㈱サンタ不動産 緯０９６（３３４）０００７握熊本県知事（２）第４７７４号

比企病院

オール電化 宅配BOX付 中央区米屋町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　朝日プラザ五福プティックス●
哀愛１７,９００円　姶無　１３階建３Ｆ●
市街地アクセス良好　熊本駅まで市電約６分●

南区白藤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　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●
総戸数１６６戸の分譲マンション　駐車場１台有●

西区上熊本１丁目売マンション
3,930　　渥万

円
県立体育館北口バス停歩３分●
挨１０２.７５㎡（３１.０８坪）　３LDK●
H２０年７月築　Ｄ’クラディア上熊本マークタワー●
哀愛２４,５５０円　１５階建１５F●
最上階　南東角部屋　３面バルコニー●

中央区水前寺５丁目売マンション
2,550　　渥万

円
水前寺本町バス停歩２分●
挨８７.７４㎡（２６.５４坪）４LDK●
H１６年２月築　サーパス水前寺Ⅱ●
哀愛２３,７００円　姶９,５００円　６階建６F●
最上階角部屋！　２面バルコニー　買い物徒歩圏内！●

中央区米屋町１丁目売マンション
2,390　　渥万

円
商工会議所前バス停歩１分●
挨８９.４８㎡（２７.０６坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１９年９月築　フローレンス五福グランドアーク●
哀愛１１,９８０円　１５階建３Ｆ●
ゆめマート約３５０ｍ　セブンイレブン約１００ｍ●

北区龍田２丁目売家
2,180　　渥万

円
龍田迫の上バス停歩４分●
地１８８.４６㎡（５７.００坪）●
建１１８.６１㎡（３５.８７坪）H７年５月築●
H２９年７月内装リフォーム済！　オール電化！●
北バイパスへアクセス良好！　北・西・南の三面道路！●

山鹿市鹿校通２丁目売家
3,700　　渥万

円
鹿校通２丁目バス停歩３分●
地５５８.８９㎡（１６９.０６坪）●
建１８８.６８㎡（５７.０７坪）Ｈ６年６月築●
外壁Ｈ２７塗替済み！　浴室２重サッシ●
国道そば閑静な住宅地　買物便利　姶２台可●

北区弓削５丁目売地
1,225　　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●

南区上ノ郷２丁目売地
2,000　　渥万

円
上ノ郷町バス停歩３分●
地２４９.６２㎡（７５.５１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南西角地　イオンタウン約２３０ｍ●
閑静な住宅地　日吉小・中校区●

大津町大津売地
2,450　　握万

円
美咲野団地バス停歩８分●
地８５３.３９㎡（２５８.１５坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
幹線道路沿い　広 ２々５８坪●
環境良し ！　美咲野小・大津北中校区●

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 ガラリト熊本　検索

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

北区鶴羽田４丁目新築一戸建
2,398　　万円

（
税
込
）

鶴バス停歩２分　姶２台●
地１９４.１３㎡（５８.７２坪）木造２階建●
建１０５.１６㎡（３１.８０坪）Ｈ３０年８月完予●
４ＬＤＫ　北部東小３５０ｍ・北部中校区●
現地見学会（電話予約受付中　９～２０時）●

北区高平３丁目新築一戸建
2,448　　万円

（
税
込
）

高平南公園バス停歩４分　姶２台●
地１６４.６６㎡（４９.８０坪）木造２階建●
建１０５.９８㎡（３２.０５坪）Ｈ３０年６月完予●
４ＬＤＫ　高平台小７５０ｍ・京陵中校区●
現地見学会（電話予約受付中　９～２０時）●

熊本県知事（１）第５１６８号

（同）あるある不動産工房
緯０９６（２７３）７４５７　

渥 ０７０（５４０１）０９０３

西区春日５丁目売地
1,100　　握万

円
春日小学校前バス停歩２分●
地７８.９１㎡（２３.８７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
事務所用地向き●
ＪＲ熊本駅新幹線口歩３分●

嘉島町上島売地
1,500　　渥万

円
中上島バス停歩１分●
地４０２㎡（１２１坪）●
唖雑種地茜調整娃７０％阿２００％●
集落内開発制度区域内●
セットバック要●

緯０９６（２７４）４９９１
熊本県知事（１）第５０４２号

㈱経和不動産

下通１丁目貸店舗
月額14.04　万円
下通筋バス停歩２分●
挨４３㎡（１３坪）●
Ｓ６２年１１月築　穐１ヶ月●
鉄骨造８階建３Ｆ●

緯０９６（３３９）２０９１旭

熊本県知事（１５）第２２１号

㈲西島不動産 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！！

人吉市瓦屋町新築貸マンション

月額6.6　万円
上瓦屋バス停歩５分　２ＬＤＫ●
挨５３.４０㎡　Ｈ２９年１２月築　オートロック●
ＲＣ４階建１F　家財保険加入要●
保証金３ヶ月　姶１台込（２台目可）●
３/２４土完成見学会開催●

山鹿市新町売地
6,000　万円
西上町バス停歩１分●
地１,６６６.６㎡（５０４.１４坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建物有　４方道路　国道３号線沿●
テナント１棟賃貸中　温泉あり●

緯０９６（３３９）１４８３渥

熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

松橋町豊福売家
1,980　万円
豊福バス停歩４分●
地９５６.４７㎡（２８９.３３坪）●
建９４.１４㎡（２８.４７坪）Ｓ４７年１１月築●
木造平家建　４Ｋ　広 ２々８９坪●
豊福小学校まで４００ｍ●

緯０９６４（３３）２７５５渥

熊本県知事（９）第２４０１号

西山地所

東区月出６丁目売家
2,180　万円
月出小学校入口バス停歩３分●
地１８９.５４㎡（５７.３３坪）長嶺小・中●
建１０２.２２㎡（３０.９２坪）Ｓ５４年６月築●
４ＬＤＫ　カーポート２台（縦列３台可）●
Ｈ２９年１０月内外装リフォーム済●

錆０１２０（３６）７１５３握

熊本県知事（１３）第１０６９号

㈱グリーン住宅

八代市千丁町古閑出売倉庫
1,300　万円
古閑出バス停歩１分●
地３０３.２５㎡（９１.７３坪）●
建２３１.３２㎡（６９.９７坪）Ｓ４８年４月築●
鉄骨造２階建　事務所付●
県道１４号線へのアクセス良好●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

山鹿市中売地
700　万円

鹿校通１丁目バス停歩４分●
地２７２.２１㎡（８２.３４坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
現況更地、日当り良●
山鹿小・山鹿中迄歩９分（７２０ｍ）●

菊池市西寺売家
2,980　万円
西部市民センターバス停歩４分●
地１,６００.４９㎡（４８４.１４坪）●
建１６９.４３㎡（５１.２５坪）H１８年３月築●
４LDK＋納戸　程度良＋日当良●
多目的用地●

緯０９６（２７４）５５２５渥
熊本県知事（６）第３６９４号

㈲向日葵リハウス

西区中島町売地
490　万円

中原町バス停歩１０分●
地２９６.９５㎡（８９.８２坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発●
上下水道配管済●

緯０９６（２７５）２３１１握モーク不動産㈲熊本県知事（７）第３３１７号 [モーク不動産]で検索

通学も安心の中島小３００ｍ
残り１区画　建築条件無御船町高木売地

280　万円
下高野バス停歩５分●
地１４０.０７㎡（４２.３７坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
北東角地　日当良好●
高木小約２３０ｍ　高木保育園約１９０ｍ●

北区梶尾町売地
1,080　万円
梶尾温泉バス停歩４分●
地３１０.８３㎡（９４.０２坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
湯の花団地内　温泉権付　北西角地●
北部東小・北部中校区●

緯０９６（２００）８２１５渥
熊本県知事（１）第５２７０号

㈱スローリー不動産

御船町滝川売地
185　万円

メロディ橋バス停歩１３分●
地１２２㎡（３７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
団地内、上下水道配管有●
日当たり良　御船小校区●

御船町西木倉売家
1,300　万円
木倉郵便局前バス停歩５分●
地３０６㎡（９３坪）南向●
建１１９㎡（３６坪）Ｈ５年７月築●
閑静住宅地　木倉小５００m●
コメリホームセンター４５０m●

緯０９６（２８２）０２２５渥
熊本県知事（１１）第１５８９号

火の国不動産 上記物件HPに画像付で掲載!! シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

清水新地６丁目売地
600　万円

鈴ヶ原バス停歩４分●
地１６８.６２㎡（５１.００坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　北東４ｍ公道●
麻生田小校区●

緯０９６（３３８）５９３６渥
[シミズ不動産]で検索

八反田２丁目売地
1,010.4　万円
託麻団地入口バス停歩６分●
地１６６.７２㎡（５０.４３坪）更地●
唖雑種地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅街　北西４m公道●
ダイレックスまで歩３分（２４０ｍ）●

龍田７丁目売地
880　万円

二里木バス停歩１分●
地２０１.５１㎡（６０.９５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件付　ゆめマート４６０ｍ●
龍田小５３０m・龍田中７００m●

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●

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

西原村宮山売地
737.1　　握万円
西原村役場入口バス停歩３０分●
地４０６.１２㎡（１２２.８５坪）●
唖宅地茜無指定●
娃７０％阿２００％●
山西小・西原中校区●

南千反畑町売マンション
2,640　万円
明午橋バス停歩１分●
挨９８.０８㎡　Ｈ１２年２月築●
哀愛２６,５００円　１１階建２Ｆ●
広々角部屋２面バルコニー♪平置P有 ！●
ペアガラスで防音・断熱・結露防止 !● 水道町交差点

明
午
橋

オープンハウス
３/２５日午後１時～午後５時

イエステーション熊本中央南店　㈱すがコーポレーション 錆０１２０（４９５）３３３渥国土交通大臣（１）第００９０３３号

迎町１丁目売マンション
2,590　万円
迎宝町バス停歩１分●
挨６８.８７㎡　H２８年３月築●
哀愛１３,４００円　１４階建９F●
高層階で南向きのキレイなお部屋です♪●
トランクルーム・ペット専用足洗い場有！●

オープンハウス
３/２５日午後１時～午後５時 若葉３丁目売マンション

1,790　万円
秋津新町バス停歩２分●
挨９１.９８㎡　H１５年３月築●
哀愛２７,９００円　１０階建４F●
南西角部屋！　ペット可！　３面バルコニー！●
市電・買物施設近隣の好立地！●

オープンハウス
３/２５日午後１時～午後５時 長嶺東２丁目売家

3,380　万円
合歓の平バス停歩６分●
地２１１.４９㎡（６３.９７坪）軽量鉄骨造２階建●
建２０３.７９㎡（６１.６４坪）Ｈ１５年３月築●
ダイワハウス施工のきれいな家！●
掘りごたつ付オール電化！　カーポート付！●

合志市須屋売家
1,480　万円
上須屋バス停歩５分●
地１９９.８８㎡（６０.４６坪）木造２階建●
建１４２.５９㎡（４３.１３坪）Ｓ５８年１月築●
人気の西合志南小校区！●
両面道路のお家！生活施設近隣有!●

イエステーション熊本東店㈱すがコーポレーション国土交通大臣（１）第００９０３３号 錆０１２０（０９４）８８８渥

長嶺南３丁目売マンション
1,880　万円
長嶺団地バス停歩３分●
挨７４.９６㎡　H１９年９月築●
哀愛１７,０１０円　６階建１F●
ダイワハウス施工のオール電化！●
ペット可！　託麻南小・長嶺中校区●

オープンハウス
３/２５日午後１時～午後５時

合志市須屋売家
2,550　万円
松の本バス停歩２分●
地２１３.８５㎡（６４.６８坪）●
建１１４.４７㎡（３４.６２坪）Ｈ１１年１１月築●
姶４台可（カーポート１台分有）●
４ＬＤＫ＋納戸　西合志南小・中校区● 売主のため仲介手数料なし

大和ハウスの家（軽量鉄骨造２階建）　住宅ローン控除物件
●Ｈ３０年３月
屋根・外壁塗装済

●Ｈ２９年９月
内装一部リフォーム済
クロス・キッチン（食洗
機）・洗面台他

●南面５ｍ道路で日当良
●菊南ひかりヶ丘団地内

㈲西武ホーム熊本県知事（７）第３０６８号 [西武ホーム]で検索
緯０９６（２４８）６１８７握
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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。

事業用
福岡市中央区港２丁目売ビル

2億2,000　万円
地下鉄大濠公園駅歩７分●
地１７１.９９㎡・建５３８.２７㎡・Ｈ１６年３月築●
駅近隣 ！　人気エリア、ＲＣ造７Ｆ建、角地！！●
広１Ｒ×１７戸・姶５台、年利回５.９１％可●
入居率良 ！　設備完、コンビニ３０ｍで便利 ！●

緯０９２（７７１）１０００渥

国土交通大臣（２）第７９１２号

㈱三好不動産　天神売買センター

売買
八代市西宮町売地
898　万円

追分バス停歩５分●
地７９２.５６㎡（２３９.７４坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
実測７６２.３６㎡　現況渡し　南東４ｍ公道●
宮地小・八代第八中校区●

緯０９６（３７１）４５４７握

熊本県知事（１）５１５８号

㈱エコプラスハウス

阿蘇市竹原売店舗
680　万円

ＪＲ豊肥本線いこいの村駅歩８分●
地３５４.３７㎡（１０７.１８坪）ＲＣ２階建●
建３９８.５２㎡（１２０.５４坪）Ｓ５２年９月築●
東南角地　事務所・作業所適●
駐４台以上（屋根付）●

緯０９６（３２２）３３３３渥

熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

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㈱

宇城市小川町江頭分譲宅地
450　～650　万

円
万
円

八の坪バス停歩８分●
地２０７.６６㎡（６２.８１坪）～３１９.０５㎡（９６.５１坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
全３区画販売　イオンモール宇城まで１.２㎞●
河江小・小川中校区　建築条件付●

錆０１２０‐２２‐００１５握
熊本県知事（６）第３７４２号

㈱アリストホーム

宇城市小川町５９７付近カーナビ検索

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●
閑静な住環境です●

菊池市泗水町福本売地
620　万円

高江バス停歩５分●
地１６５.２９㎡（５０坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　岸病院４４０m●
マルショク７５０m　肥後銀行４１０m●

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●

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（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

新町４丁目売マンション
550　万円

新町バス停歩１分●
挨４６.００㎡（１３.９１坪）●
S４９年９月築　姶無し　南向き●
哀愛１２,４００円　RC１０階建５F●
H２４年６月全面改装済（２DK→１R）●

緯０９６（３６７）８７８７渥
熊本県知事（６）第３５１８号

㈱トーヤハウス

エ
ア
コ
ン
２
台
・
照
明
器
具
付

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●
３/２４土２５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●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９握熊本県知事（５）第３８７４号

南高江１丁目売地
1,276　万円
合志町バス停歩２分●
地２４１.１９㎡（７２.９５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
城南小１,２００ｍ　城南中１,６００ｍ●
そよかぜ保育園５０ｍ　残り１区画●

植木町有泉売地
375　万円

小野泉水公園バス停歩１２分●
地４９５.８８㎡（１５０坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
山東小（４００ｍ）・五霊中校区●
植木温泉星の湯まで４００m●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

山鹿市熊入町売地
184　万円

熊入四ツ角バス停歩４分●
地７６.６２㎡（２３.１７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
古家有　西側山鹿市道路●
閑静な住宅街●

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●

北区津浦町売家
1,780　万円
山伏塚バス停歩７分●
地４８４.６８㎡（１４６.６１坪）●
建９７.２３㎡（２９.４１坪）Ｓ５０年１０月築●
閑静な住宅街　木造平家建●
高平台小・京陵中校区●

東区江津１丁目売地
449.31　万円
上画図橋バス停歩２分●
地９４.９７㎡（２８.７２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
日当り良し、周辺環境良好●
画図・出水南小、出水南・出水中校区●

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●


