
江越１丁目売マンション
2,400　万円
十禅寺バス停歩６分●
挨８５.７６㎡　Ｈ１６年１月築●
哀愛１７,７００円　８階建３Ｆ●
３面採光で日当良好！!Ⓟ２台確保!●
収納充実の広 ４々LDK!ペット相談可♪●

錆０１２０（４９５）３３３渥
国土交通大臣（１）第００９０３３号

㈱すがコーポレーション　熊本中央南店

オ ー プ ン ハ ウ ス
８/１９日午後１時～午後５時

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●

東区榎町売地
1,500　万円
榎団地西口バス停歩４分●
地１８２.９８㎡（５５.３５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
榎町エリア♪の閑静な住宅街●
東町小・東町中校区●

中央区新大江１丁目売マンション
1,500　万円
北水前寺踏切バス停歩１分●
挨５９.７１㎡（１８.０６坪）３ＬＤＫ●
Ｓ６３年３月築　ライオンズマンション新大江第２●
哀愛２１,７４０円　６階建４Ｆ●
ループバルコニー、オートロック、エレベーター●

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●

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●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西区島崎６丁目売地
1,600　万円
慈恵病院前バス停歩１０分●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
熊本城を一望●
更地、城西小、西山中校区●

緯０９６（３２５）８２７２渥

熊本県知事（１０）第２０５０号

茂村住宅㈱

西区小島７丁目売地
400　万円

千金甲バス停歩２分　建築条件付●
地１６１.３５㎡（４８.８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北東側４ｍ市道に９m接道●
日当・眺望良　小島小・城西中校区●

西区小島７丁目売家
2,000　万円
千金甲バス停歩３分●
地２３７.３１㎡（７１.９坪）●
建１３０.３４㎡（３９.５坪）S６３年１１月築●
木造スレート造　外壁塗装渡し●
耐震診断済　小島小・城西中校区●

緯０９６（２７６）０３０８渥
熊本県知事（６）第３５７９号

㈲光和不動産開発

東区東本町売マンション
1,250　万円
健軍町電停歩１１分　３ＬＤＫ●
挨６２.００㎡（１８.７５坪）Ｈ５年１０月築●
哀愛１６,７７０円　ＲＣ１１階建６Ｆ●
外観タイル張り　オートロック●
桜木小・桜木中校区●

エイブルネットワーク熊本健軍店　熊本地所㈱ 錆０１２０（３４５）７８７渥
緯０９６（３２７）９７７５　熊本県知事（７）第３２２７号

西区稗田町売地
1,510　万円
電鉄打越駅歩１９分●
地２６４.６９㎡（８０.０６坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
現状渡し　セットバック要●
池田小・京陵中校区●

西区春日１丁目売マンション
1,840　万円
祇園橋電停・熊本駅歩４分●
挨７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ９年７月築●
哀愛姶１５,５００円　ＳＲＣ１４階建３Ｆ●
３ＬＤＫ　南向き　自走式Ⓟ１台●
春日小・五福小、花陵中・藤園中校区●

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　サウス、ノース
地震に強いＲＣ造賃貸マンション
○セブンイレブン瓦屋町店
４５０m
○安心のオートロック・エレ
ベーター付き
○エアコン１台・浴室乾燥機・
追い焚き

○７７台大駐車場

人吉市瓦屋町新築貸マンション

月額5.7　～6.9　万
円

万
円

上瓦屋バス停歩５分●
挨５３.４０㎡（１６.１５坪）Ｈ２９年１２月築●
ＲＣ４階建・３階建　２LDK×８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●

売買
熊本市東区弓削町売家

2,200　万円
弓削バス停歩２分●
地５７７.２５㎡（１７４.６１坪）●
建１１１.１２㎡（３３.６１坪）Ｓ５２年６月築●
５LDK　南向き●
屋根付車庫有（２台）●

緯０９６（３７１）３２２１渥

熊本県知事（６）第３７７５号

松下管理有限会社

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。

賃貸
中央区出水５丁目貸家

月額8.5　万円
出水中前バス停歩３分　地下水道使用●
建１４５㎡（４４坪）S５４年１月築　２階建●
穐１ヶ月（犬+１ヶ月）　Ⓟ２台　二輪２台●
２世帯住宅適（２LDK×１LDK）日当良●
H３０年８月㋷済　ベランダ付　出水南小２００ｍ●

緯０９６（３６３）２３５３渥

熊本県知事（１０）第２２０１号

大功宅建

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㈱

御船町高木売事務所兼住居

3,600　万円
御船インターバス停歩５分●
地５８３.３４㎡（１７６.４６坪）木造２階建●
建１０３.９２㎡（３１.４３坪）Ｈ２９年４月築●
５ＤＫ＋事務所　姶１０台以上可●
４ｔ・７ｔ車可能の強固な駐車場●

合志市御代志売家
1,800　万円
御代志駅歩９分　軽量鉄骨造２階建●
地４９９.２４㎡（１５１.０２坪）４ＬＤＫ●
建１４２.２３㎡（４３.０２坪）Ｈ６年５月築●
セキスイハイム施工　オール電化　姶２台●
Ｈ２９年９月外装リフォーム済●

緯０９６（３７５）７１３１渥㈱たたら不動産熊本県知事（２）第４９５３号

御船インター約３５４ｍ

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●
８/１８㈯１９㈰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●

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
緯０９６（３４４）９８８９渥

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

池田３丁目売地
2,520　万円
徳王バス停歩３分　日当良好●
地６９５.０７㎡（２１０.２５坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅街　アパート用地適●
建築条件無　高平台小・京陵中校区

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

出町売マンション

1,880　万円
岩立小路バス停歩１分　４ＬＤＫ●
挨９８.３７㎡（２９.７５坪）Ｈ１年１１月築●
哀愛２０,５９２円　ＳＲＣ１１階建９Ｆ●
Ｈ３０年７月水回り交換　池田小・京陵中●

東南角部屋　日当・眺望良好　ペット可

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地中古住宅・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地アパート用地・テナント用地等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等

をををををををををををををををををををを探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすを探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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

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）

和泉町売地
890　万円

和泉バス停歩５分●
地４１０㎡（１２４坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　日当良好●
建築条件無　西里小・北部中校区

山室２丁目売地
880　万円

山室バス停歩７分●
地２３９㎡（７２.２９坪）角地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
日当良好　建物有　解体更地渡し●

建築条件無　高平台小・京陵中校区

合志市幾久富売家
1,750　万円
沖野バス停歩３分●
地２５２.０６㎡（７６.２４坪）木造平屋建●
建７１.７６㎡（２１.７０坪）S５９年８月築●
３ＬＤＫ＋納戸　閑静な住宅街●
南西角地　日当良好　杉並台団地内
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