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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●

菊池市泗水町永売地
318.51　万円
厳照寺駐車場前バス停歩４４分●
地３５１.００㎡（１０６.１７坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
広々角地　環境良し●
泗水東小、泗水中校区●

東区江津１丁目売地
396.45　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●

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●

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●

山鹿市山鹿売地
600　万円

市民医療センター前バス停歩７分●
地２３１.２３㎡（６９.９４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
古家有　引渡し相談●
閑静な住宅街　２方道路●

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●
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阿蘇市乙姫売家
794.86　万円
口の森バス停歩２分●
地８５１.９２㎡（２５７.７０坪）５DK●
建１１８.６５㎡（３５.８９坪）Ｓ５６年１１月築●
木造セメント瓦葺２階建　Ⓟ５台可●
豊かな自然に囲まれた住環境●

球磨郡相良村柳瀬売家
1,780　万円
陣の内バス停歩７分●
地１,５７３㎡（４７５.８３坪）６ＤＫ●
建１９７.７６㎡（５８.８２坪）Ｈ７年２月築●
木造平家　２世帯可　Ⓟ５台可●
四季折り折りの花が楽しめます●

南区富合町大町売家
2,490　万円
緑川バス停歩１１分●
地２３５.６㎡（７１.２６坪）３ＬＤＫ●
建１２１.２６㎡（３６.６８坪）Ｈ２２年９月築●
大和ハウスの家　オール電化●
太陽光発電　富合小・富合中校区●

オープンハウス
７/７土～８日１０：００～１７：００
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菊陽町武蔵ヶ丘北３丁目売家
1,750　万円
八久保バス停歩５分　姶２台●
地１８８.０２㎡（５６.８７坪）木造２階建●
建１０４.２８㎡（３１.５４坪）Ｈ３年１２月築●
Ｈ２１年３月リフォーム済　３ＬＤＫ●
虹の森・武蔵ヶ丘北小迄３５０ｍ●

オープンハウス７/７土８日１３：００～１７：００
武蔵ヶ丘
北小
武蔵ヶ丘
北小

高橋町１丁目売地
1,250　万円
高橋中間バス停歩３分●
地２６０.０６㎡（７８.６６坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
平坦地　現況渡し●
南西４ｍ公道　セットバック要●

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
1,880　万円
松橋中学校入口バス停歩２分　角地●
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　エアコン１台付●
７/７㈯８㈰１２～１６時オープン●

城南町宮地売地
900　万円

宮ノ下バス停歩２分　整形地●
地１６５.２９㎡（５０.００坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南東９ｍ公道　事務所・店舗向●
城南支所・城南中学通り沿い●

保田窪４丁目売家
2,480　万円
鉄工団地前バス停歩５分　南東角地●
地１６５.２１㎡（４９.９７坪）木造２階建●
建１３０.８２㎡（３９.５７坪）H１４年１１月築●
三井ホームのツーバイフォー工法●
４LDK　２０年保証システム継承可●

中央区帯山４丁目新築売貸家

6,950　　握万
円

帯山小学校入口バス停歩７分●
地２９７.３８㎡（８９.９５坪）●
建８３.１４㎡×２棟　姶各３台●
Ｈ３０年１１月完成予定　３ＬＤＫ　木造２階●
戸建賃貸　予定賃料１３.５万円×２棟●

南区御幸笛田１丁目売家

1,950　　渥万
円

友添バス停歩２分●
地１７３.４２㎡（５２.４５坪）木造平屋建●
建８９.５７㎡（２７.０９坪）Ｈ１２年９月築●
３ＬＤＫ　姶並列２台可●
御幸小・託麻中校区●

菊陽町原水売家

3,880　　渥万
円

原水新町バス停歩３分●
地５５０.００㎡（１６６.３７坪）４ＬＤＫ●
建１１４.００㎡（３４.４８坪）Ｈ２０年９月築●
木造平屋建　南東角地　姶４台●
菊陽北小・菊陽中校区●

東区新生１丁目売地

900　　渥万
円

泉ヶ丘小学校前バス停歩２分●
地１０１.６８㎡（３０.７５坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
健軍商店街歩６分（４８０ｍ）●
泉ヶ丘小・湖東中校区●

荒尾市東屋形１丁目売家

2,380　　渥万
円

田添バス停歩３分　３ＬＤＫ＋納戸●
地２２３.００㎡（６７.４５坪）ＲＣ２階建●
建１１９.２４㎡（３６.０７坪）Ｈ２４年１月築●
大成住宅のパルコンで地震に強い家●
姶２台　荒尾第一小・荒尾海陽中校区●

東区長嶺南４丁目売地

3,000　　渥万
円

月出小学校入口バス停歩３分●
地３３７.７４㎡（１０２.１６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
東南角地　建物有●
長嶺小・長嶺中校区●

東区桜木２丁目売地

9,187　　握万
円

沼山津神社前バス停歩１分●
地６７４.９０㎡（２０４.１５坪）更地●
唖宅地茜近商娃９０％阿３００％●
熊本高森線沿いの角地●
様々なプランのご用意あり●

光の森４丁目分譲宅地

2,280　～2,500　　握万
円

万
円

ニュータウン入口バス停歩１分●
地２１６.７６㎡（６５.５６坪）●
～２２１.４２㎡（６６.９７坪）
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
武蔵ヶ丘小・武蔵ヶ丘中校区●

コウナンレクセル 検索
※ホームページにてドローンによる空撮をご覧
頂けます

京町事務所緯096（359）2426
水前寺事務所緯096（284）1223
上通り並木坂事務所緯096（355）1300

合志市幾久富売家

5,000　　握万
円

杉並一丁目バス停歩２分　木造２階建●
地２５８.９０㎡（７８.３１坪）　南西角地（６ｍ×６ｍ）●
建１４１.８０㎡（４２.８９坪）Ｈ２０年１０月築●
５ＬＤＫ　南ヶ丘小・合志中校区●
テクノストラクチャー工法の家●

東区東野２丁目売地

800　　渥万
円

昭和町バス停歩３分●
地１００.０８㎡（３０.２７坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南面道路で日当良好●
秋津小・東野中校区●

日当良好　幅員６ｍ
全４区画　販売２区画

熊本市中央区京町２‐１４‐１６
中央区水前寺公園２５‐２　中央区上林町３‐３４
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植木町一木売地
880　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丁目売家
1,480　万円
山室バス停歩４分　５ＤＫ●
地２６２.０５㎡（７９.２７坪）分譲地内●
建１４０.３８㎡（４２.４６坪）Ｓ５０年１月築●
木・軽量ＳＲＣ２階建　積水ハウス施工●

閑静住宅地　高平台小・京陵中校区

明徳町売家
1,980　万円
向坂バス停歩１３分●
地５２７.９４㎡（１５９.７坪）木造平屋建●
建１５０.８３㎡（４５.６２坪）Ｈ１２年１２月築●
５ＬＤＫ　広々敷地　Ⓟ３台可●
日当良好　川上小・北部中校区

八景水谷１丁目売店舗付住宅

3,100　万円
八景水谷駅・バス停歩２分●
地３４８.６６㎡（１０５.６坪）木造２階建●
建１４０.７８㎡（４２.５８坪）S６１年１２月築●
４DK＋店舗　東側７m公道●
城北小・清水中校区　利便性良好
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相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

清水亀井町売地
980　万円

亀井駅・亀井橋バス停歩５分●
地２７２㎡（８２.２８坪）更地●
唖山林茜一中娃６０％阿１５０％●
西側４ｍ公道　利便性良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区

四方寄町売地
4,180　万円
南原バス停歩８分　日当良好●
地９５５㎡（２８８.８８坪）更地●
唖畑茜準住・準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　川上小・北部中校区●
北バイパス２４０ｍ　利便性良好

鶴羽田３丁目売家
1,280　万円
菊南温泉前バス停歩５分●
地１９２㎡（５８.０８坪）木造２階建●
建１２５.１１㎡（３７.８４坪）S５８年６月築●
５DK　H２９年４月外壁塗装済●
温泉使用可　北部東小・北部中校区

西梶尾町売地
980　万円

北部総合支所前バス停歩７分●
地２６９.１２㎡（８１.４０坪）高台●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　広々敷地　日当良好●

川上小歩５分（４００ｍ）・北部中校区

植木町富応売家
1,580　万円
市の尾バス停歩７分　４LDK＋納戸●
地３１３.９３㎡（９４.９６坪）木造２階建●
建１５７.３３㎡（４７.５９坪）H７年９月築●
青葉台団地内　倉庫付　Ⓟ２台●

田原小歩４分（３２０ｍ）　室内程度良好

合志市豊岡売家
3,780　万円
泉ヶ丘団地バス停歩６分　姶３台●
地２１８.６５㎡（６６.１４坪）軽量鉄骨造２階建●
建１２５.３５㎡（３７.９１坪）Ｈ２４年１２月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　太陽光発電　オール電化●
大和ハウス施工（ジーヴォ外張断熱）

飛田２丁目売家
4,290　万円
外沖バス停歩４分　３LDK＋WIC●
地３０３.４７㎡（９１.７９坪）姶４台●
建１１０.０７㎡（３３.２９坪）H２８年６月築●
軽量鉄骨造平屋建　積水ハウス施工　●

オール電化　川上小・北部中校区

麻生田２丁目売家
2,380　万円
麻生田小前バス停歩４分●
地１５２.５１㎡（４６.１３坪）４ＬＤＫ●
建１０３.５㎡（３１.３０坪）Ｈ２３年１２月築●
鉄骨造２階建　オール電化　姶２台●

麻生田小・清水中校区　利便性良好

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

ベスト・グリーン㈱ 緯０９６（３６４）５０１０渥
http://www.best-green.jp

京町本丁売マンション
2,980　万円
京町柳川バス停歩１分●
挨１３９.２７㎡（４２.１２坪）逢４１.７９㎡●
H８年１０月築　哀愛２３,２８０円●
７階建６・７F　角部屋●
メゾネットタイプ４LDK●

熊本県知事（３）第４３８６号

薬園町売地
2,589　万円
薬園町バス停歩１分●
地１５５.６２㎡（４７.０７坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
更地　北西角地●
黒髪小・桜山中校区●

神水本町売家
5,500　万円
熊商前バス停歩６分　姶４台●
地４２５.７４㎡（１２８.７８坪）木造２階建●
建１８４.７１㎡（５５.８７坪）Ｈ５年９月築●
５ＬＤＫ　砂取小・出水中校区●
Ｈ２７年５月外装リフォーム済●

オープンルーム
７/７土８㈰１０：００～１６：００合志市須屋売地

1,097　万円
須屋駅前バス停歩８分●
地２１６㎡（６５.３４坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
高台、東南角地●

緯０９６（３５２）２０８４渥

熊本県知事（１５）第２４１号

㈱株研 緯０９６８（３８）０９８１渥㈲村木不動産熊本県知事（８）第２７８７号

泗水町吉富売家
1,090　万円
老人ホーム前バス停歩３分●
地２０８.５㎡（６３坪）　姶２台●
建８３.９㎡（２５坪）H１６年５月築●
人気の平屋住宅です　是非ご覧ください●
買物・郵便局・病院歩１０分（８００m）圏内●

オープンハウス７/７土１０：００～１５：００
オール電化
２LDK

泗水町住吉分譲地
200　～250　万

円
万
円

富の原バス停歩１８分●
地２８８㎡（８７坪）～３７４㎡（１１３坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
農地法許可必要　販売３区画●
面積相談可　泗水小校区●

泗水町吉富売地
400　万円

伝承館前バス停歩１５分●
地４１６㎡（１２５.８４坪）●
唖田茜無指定娃７０％阿２００％●
北、南側道路●
現況畑、農地法の許可必要●

菊池市七城町小野崎売地
600　万円

産交平島バス停歩１０分●
地６５９㎡（１９９.３５坪）●
唖山林茜区域外●
建築可●

緯０９６８（２３）８０１５渥有限会社　川口開発熊本県知事（６）第３６７９号

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

山鹿市名塚売家
780　万円

涌尾バス停歩３分　６ＤＫ＋納戸●
地６９１.１㎡（２０９.０５坪）木造２階建●
建１７５.９９㎡（５３.２３坪）築年月不詳●
土間のある古民家　解体渡し相談応●
温泉・スーパー・コンビニ近隣●

緯０９６（３７３）６６７３渥
熊本県知事（１３）第９８０号

ハウスギャラリー㈲

産山村田尻売家
350　万円

なでしこの里前バス停歩７分●
地３,００６.２８㎡（９０９.３９坪）●
建２０１.６７㎡（６１.００坪）Ｓ１４年６月築●
古民家住宅　６ＤＫ　別棟倉庫付●
山林・畑含む　東西角地●

南区城南町今吉野新築一戸建
2,792　　万円

（
税
込
）

今吉野バス停歩８分　Ｐ２台●
地１９４.６０㎡（５８.８６坪）木造平屋建●
建８３.００㎡（２５.１０坪）Ｈ２９年６月築●
３ＬＤＫ　ＪＩＯ瑕疵保険１０年付●
テラス屋根付　杉上小・城南中校区●

緯０９６（３７５）１１２５握フリベリー不動産㈱熊本県知事（３）第４６０６号
中央区出水８丁目８‐２０　ベリーM出水１F

南区城南町今吉野１０４９‐１ナビ

オ
ー
ル
電
化
と
太
陽
光

発
電
で
賢
く
暮
ら
す
家

［フリベリー不動産］で検索　

オープンハウス７/７土１１：００～１７：００東区西原２丁目売地
1,980　万円
託麻団地入口バス停歩３分●
地２９５.９６㎡（８９.５３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
前面６ｍ公道沿い●
西原小・中校区　●

緯０９６（３８２）４５５８握

熊本県知事（９）第２５１２号

㈲水戸不動産

泗水町住吉売地
3,000　万円
保育園前バス停歩２４分●
地５,２７４.００㎡（１,５９５.３８坪）●
唖山林茜区域外●
建物（本堂・納骨堂）有●
電気・上水道　建築不可●

緯０９６（２８４）５６６７渥

熊本県知事（２）第４７４１号

㈱ボン・ライフ

東区若葉６丁目売家
1,308　万円
中無田バス停歩６分●
地１８４㎡（５５.６６坪）●
建９８.９０㎡（２９.９２坪）Ｓ４６年１月築●
敷地かさ上げ　Ｐ１台●
３ＤＫ（和８、６、６、ＤＫ６）●

緯０９６（３８４）２０５７渥

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

中央区神水本町売家
4,200　　渥万

円
八丁馬場電停歩３分●
地２６２.９０㎡（７９.５坪）４ＬＤＫ●
建１０３.００㎡（３１.２坪）Ｈ１７年４月築●
木造瓦葺平家建　江津湖公園歩２分（１６０ｍ）●
日照・通風・景観良好　三方道路●

東区神水本町売店舗付住宅

1億2,000　　旭万円
神水・市民病院前電停歩８分●
地３３５.７７㎡（１０１.５７坪）３ＬＤＫ●
建１２１.４４㎡（３６.７３坪）Ｈ２２年９月築●
木造２階建　江津湖公園に囲まれた立地●
日照・通風・眺望・景観良好　東バイパス沿●

緯０９６（２２８）８８５２
熊本県知事（３）第４４８２号

冨永事務所

玉名市中売地
830　万円

下河原バス停歩５分　新築セットプラン有●
地２４７.９５㎡（７５坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
日当良好　整形地　玉名町小・玉名中●
ＪＲ玉名駅歩１０分　生活交通環境良●

帯山３丁目売地
3,450　万円
帯山団地前バス停歩４分●
地２８５.５８㎡（８６.３８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
現況更地　西側１４ｍ公道●
生活環境良好　帯山小・帯山中校区●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（１）第４９８２号

大和地所株式会社

高森町高森売家
1,380　万円
アスカバス停歩３分●
地３０３.０３㎡（９１.６６坪）●
建１２６.４４㎡（３８.２４坪）●
３ＬＤＫ＋納戸　Ｈ８年３月築●
平屋　全室リフォーム中●

御船町木倉売家
2,430　万円
西往還バス停歩４分●
地５４３.００㎡（１６４.２５坪）●
建８８.１１㎡（２６.６５坪）H２３年３月築●
事務所兼自宅として、車１０台駐車可●
御船ICより南東へ約４キロの立地●

東区桜木２丁目売家
2,800　万円
沼山津神社入口バス停歩５分●
地３０５.０８㎡（９２.２８坪）木造２階建●
建１０８.０９㎡（３２.６９坪）Ｓ５４年２月築●
事務所兼住居　車４台並列駐車●
４ＬＤＫ＋事務所（２３.１５㎡・７坪）●

株式会社　ホームスクリーン風景画 緯０９６（２４５）７６２８渥熊本県知事（２）第４８５６号

リビングから根子岳を見ながら
コーヒーを飲んで下さい

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。

松橋町久具売地
643　万円

南田バス停歩５分●
地２２３.８６㎡（６７.７１坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
閑静地　日当良●
宇城彩館まで歩６分（４８０ｍ）●

緯０９６４（２８）７７６６握

熊本県知事（６）第３７７９号

ふれあいホーム株式会社

東区御領２丁目売家
3,780　万円
下南部入口バス停歩９分●
地１８９.２５㎡（５７.２４坪）４ＬＤＫ●
建１１７.８７㎡（３５.６５坪）Ｈ２７年１２月築●
ダイワハウスの家、太陽光発電●
駐車場２台分、託麻西小・東部中校区●

緯０９６（３８４）２３００渥
熊本県知事（３）第４５９６号

誠伸住宅株式会社

甲佐町西寒野売家
880　万円

西寒野バス停歩７分●
地５００.４５㎡（１５１坪）●
建１２８.８１㎡（３９坪）●
閑静住宅地　川釣り場近し●
Ｓ５４年５月築　庭園あり●

北区梶尾町売家
2,220　万円
鶴の原バス停歩５分　やや高台●
地３０９.８２㎡（９３.７２坪）石庭有●
建１７６.６９㎡（５３.４４坪）Ｓ５７年３月築●
Ｈ２２年６月一部増築有　姶３台●
８ＬＤＫ　温泉付　２世帯住宅向●

緯０９６（２８２）０２２５渥
熊本県知事（１１）第１５８９号

火の国不動産

賃貸
下通１丁目貸店舗

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㈱

人吉市南泉田町貸店舗
月額8.64　万円
山田橋バス停歩５分　葵３,２４０円●
建３４.８３㎡（１０.５３坪）Ｓ４１年１月築●
木造瓦葺平家建　保証金２５万円●
店舗総合保険加入要　Ｈ３０年３月リ済●
飲食店向き　カウンター・トイレ有● 土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

緯０９６６（２２）２３１１渥
熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱

売買


