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渡鹿３丁目売地
3,179　万円
渡鹿７丁目バス停歩１分●
地２３７.６２㎡（７１.８８坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
店舗・事務所用地●
産業道路沿い　人気物件●

花園７丁目売地
2,100　万円
柿原公民館前バス停歩５分●
地９９８.３４㎡（３０１.９９坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
閑静住宅地　建築条件なし●
分譲地・アパート用地可●

戸島西１丁目売地
2,264　万円
西戸島団地バス停歩８分●
地３７４.２６㎡（１１３.２１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
長嶺小校区　建築条件なし●
ゆとりの１１３坪・閑静住宅地●

西原村布田売地
420　万円

西原役場前バス停歩１分●
地３１１.９９㎡（９４.３７坪）更地●
唖宅地茜区域外　建築可●
建築条件無　西原小・西原中●
セブンイレブン５６６ｍ●

益城町広崎売地
660　万円

広崎バス停歩５分●
地１９８.８９㎡（６０.１６坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　広安西小・益城中●
セブンイレブン７７７ｍ●

八代市妙見町売家
1,980　万円
八代市立病院前バス停歩２分●
地２７１.００㎡（８１.９７坪）●
建１３４.００㎡（４０.５３坪）Ｈ２１年３月築●
木造瓦葺２階建　４ＬＤＫ　姶２台●
宮地小・八代第八中校区●

㈲ヒューマンプランニング 緯０９６（２１３）２３２３渥熊本県知事（３）第４４６０号

●　無料査定●　買取相談
※まずはお電話下さい
　秘密厳守致します

求む！
売物件
熊本市内及び近郊

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

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

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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麻生田２丁目売家
2,280　　渥万

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

京町本丁売マンション

2,680　　渥万円
往生院前バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨７３.６６㎡（２２.２８坪）Ｈ２６年１０月築●
哀愛１３,９２０円　ＲＣ１４階建９Ｆ●
プレミスト京町本丁　室内程度良好●
築４年　眺望良　熊大附属小２５ｍ

下硯川２丁目売家
1,800　　渥万円
昇立バス停歩９分●
地２３１.７７㎡（７０.１１坪）木造２階建●
建１１５.９２㎡（３５.０６坪）Ｈ４年３月築●
４ＬＤＫ　フォレステージ硯坂団地内●
閑静な住宅街　西里小・北部中校区

高平３丁目売家
1,380　　渥万円
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

清水岩倉３丁目売家
2,380　　渥万円
岩倉台入口バス停歩２分　姶２台●
地２００.０５㎡（６０.５１坪）４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
建１３１.２５㎡（３９.７０坪）Ｈ１２年４月築●
軽量鉄骨造２階建　大和ハウス施工●

麻生田小・清水中校区　利便性良好

菊陽町花立２丁目売地
1,100　　握万円
西花立バス停歩３分●
地２０２.６４㎡（６１.２９坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
東側約６ｍ公道　分譲地内●

日当良好　建築条件無　仲介料不要

西梶尾町売地
880　 渥万円
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

清水亀井町売地
980　　渥万円
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

和泉町売地
890　　渥万円
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

池田３丁目売地
2,520　　渥万円
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

鶴羽田３丁目売家
980　 渥万円
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

嘉島町上六嘉新築一戸建
2,558　万円
丸池バス停歩３分　姶３台●
地２０２.７７㎡（６１.０８坪）木造平屋建●
建７７.８４㎡（２３.５４坪）Ｈ３０年１２月築●
３LDK　嘉島東小・嘉島中校区●
全室LED照明・カーテン・エアコン・外構込●

緯０９６（３３４）０００７握
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㈱サンタ不動産

平屋オープンハウス
１/１９土２０日１０：００～１７：００
オール電化　エコキュート

エアコン付

松橋町松橋売家
1,880　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　エアコン１台付●
未入居　角地●

山鹿市熊入町売店舗付工場

3,800　万円
西上町バス停歩５分●
地１,１１３.９９㎡（３３６.９８坪）●
建６１７.０１㎡（１８６.６４坪）●
鉄骨造２階建　H４年８月築●
国道３号線沿い●

御船町木倉売アパート
5,250　万円
カルチャーセンターバス停歩４分●
地９３０.０７㎡（２８１.３４坪）全８戸●
建４２３.９８㎡（１２８.２５坪）Ｈ１１年８月築●
軽量鉄骨造２階建　別棟テナント有●
満室想定利回り１１.１％可●

北九開発㈱ 緯０９６（３８４）０３１１渥www.hokkyuu.jp（スマホ対応）
熊本県知事（５）第３８８２号

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●

幸田２丁目売マンション
1,680　万円
幸田総合出張所入口バス停歩１分●
挨８２.０３㎡（２４.８１坪）Ｈ１４年３月築●
哀愛１４,３００円　ＲＣ９階建３Ｆ　４ＬＤＫ●
東南角　即住可　姶平置　田迎小・託麻中●
１/１９㈯２０㈰１２～１６時オープン●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区健軍３丁目売地
1,400　万円
健軍町電停歩３分●
地１１７.４４㎡（３５.５２坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
ピアクレス・ローソン・銀行歩３分（２４０ｍ）●
建築条件なし　健軍小・湖東中●

東区東本町売地
5,200　万円
健軍町電停歩４分●
地４１６.６４㎡（１２６.０３坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　住宅・アパートに適●
健軍東小・東町中まで約４００ｍ●

南区城南町舞原売家
1,598　万円
グラウンド入口バス停歩７分　姶２台可●
地２０１.６０㎡（６０.９８坪）木造２階建●
建１０４.３３㎡（３１.５５坪）Ｈ８年１０月築●
Ｈ３０年１２月内外装リフォーム済　４ＬＤＫ●
耐震基準適合検査合格　瑕疵保険付●

南区城南町舞原新築一戸建
2,560　万円
火の君文化センター前バス停歩４分●
地２０９.８１㎡（６３.４６坪）木造２階建●
建１０８.４７㎡（３２.８１坪）Ｈ３０年１２月築●
ＺＥＲＯ－ＣＵＢＥの限定１棟　オール電化●
４ＬＤＫ　ウッドデッキ付　姶３台可●

東区東野３丁目売地
5,800　万円
東野中学校前バス停歩２分●
地６１３.３７㎡（１８５.５４坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北東角地　秋津小・東野中校区●
事業用地　アパート用地に適●

㈱アイアース不動産熊本県知事（１）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

宇土市高柳町売家
4,100　万円
産交バス・踏切バス停歩３分●
地１,５９８㎡（４８３.４０坪）●
建３４７.３４㎡（１０５坪）Ｈ３年３月築●
９ＬＤＫ＋納戸、トイレ３ヶ所、姶８台●
巨石配置の大規模な枯山水式日本庭園あり●

緯０９６（３６３）３２８１渥

熊本県知事（１３）第８７９号

㈲北川不動産

中央区本山町売マンション
3,200　万円
世安町バス停歩４分　逢２５.６３㎡●
挨８４.３㎡（２５.５坪）Ｈ２５年５月築●
哀愛１５,０００円　姶７,０００円　即引渡●
１２階建１２Ｆ　最上階　東南北角部屋●
３ＬＤＫ　アイランドコート熊本駅東●

緯０９６（３５６）３５２２渥有限会社エステートマツイシ熊本県知事（８）第３１０８号

中央区練兵町売マンション
2,650　万円
辛島町電停歩２分　逢７.３１㎡●
挨８４.７８㎡（２５.６４坪）Ｈ１０年７月築●
哀愛１５,８００円　姶９,０００円　即引渡●
１４階建６Ｆ　６０４号　東南角部屋●
４ＬＤＫ　シティライフ練兵町●

東区花立３丁目売家
3,780　万円
東本町バス停歩４分●
地２６２.７７㎡（７９.４８坪）●
建１８８.８３㎡（５７.１２坪）H７年８月築●
南西角地　６ＬＤＫ　オール電化●
２世帯住宅向　委細相談●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６渥
０９０（８７６０）４６３８

西区谷尾崎町売地
960　万円

谷尾崎バス停歩３分●
地２２６.８０㎡（６８.６坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％　少し高台●
池上小・三和中校区●

西区横手２丁目売地
1,200　万円
北岡神社バス停歩１０分●
地１９７.３１㎡（５９.６８坪）●
唖宅地茜一住●
娃６０％阿２００％●
高台　全２区画●

南区八幡９丁目売家
1,060　万円
城南中バス停歩１０分●
地２１３㎡（６４坪）平屋建●
建８９㎡（２７坪）Ｓ４７年１月築●
４DK（６・６・６・４.５・DK）●
H２９年２月一部リフォーム済●
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事業用
中央区南千反畑町売マンション

2,680　万円
明午橋バス停歩１分　４ＬＤＫ●
電鉄藤崎宮前駅歩６分●
挨９８.０８㎡（２９.６６坪）逢１９.５２㎡●
Ｈ１２年２月築　姶１０,０００円●
哀愛２６,５００円　ＳＲＣ１１階建５F●

緯０９６（３５１）１８７２渥
熊本県知事（２）第４８９０号

株式会社いえランド
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出水７丁目売家
2,380　万円
長溝入口バス停歩６分●
地２１６.３㎡（６５.４３坪）木造２階建●
建１３３.１１㎡（４０.２６坪）Ｓ５１年３月築●
６ＬＤＫ　物置有　姶２台可●
出水南小・出水南中校区●

ハウスギャラリー㈲熊本県知事（１３）第９８０号 緯０９６（３７３）６６７３渥
http://www.house-gallery.jp

Ｈ２８年６月全面リフォーム済　エアコン４台・照明・カーテン付

即入居可
北区龍田１丁目売アパート

1,950　万円
三ノ宮バス停歩５分●
地３１２.１１㎡（９４.２４坪）木造２階建●
建２４８.４２㎡（７５.１５坪）Ｓ５４年３月築●
２ＤＫ×６戸　角地　姶５台●
満室時表面利回り１２.７５％可●

泗水町福本売アパート
2,400　万円
高江バス停歩１２分　姶６台●
地３８３.０６㎡（１１５.８８坪）角地●
建２９１.６０㎡（８８.２１坪）Ｈ９年６月築●
軽量鉄骨造２階建　２ＤＫ×６戸　現在満室●
満室時表面利回り１２.２０％可●

荒尾市蔵満売アパート
5,200　万円
蔵満下バス停歩１分　Ｈ２０年１月築●
地１,１０９.４６㎡（３３５.６３坪）姶２８台●
建７２５.５２㎡（２１９.４８坪）販売３棟合計●
全９戸（事務所有）　国道３８９号線沿●
満室時表面利回り１１.３１％可●

東区尾ノ上１丁目売アパート
6,000　万円
尾ノ上１丁目バス停歩２分●
地３４１.９０㎡（１０３.４２坪）ＲＣ３階建●
建５８０.５６㎡（１７５.６２坪）Ｓ５１年１月築●
全１２戸　自動販売機収入有●
満室時表面利回り１０.２６％可●

山鹿市宗方通売アパート
7,900　万円
山鹿バスセンター歩２分●
地６７５㎡（２０４.２０坪）●
建１,０４９.７２㎡　S６２年１１月築●
鉄骨造４階建　２DK×２２戸●
満室時表面利回り１３.４６％可●

㈱アパートナー　米屋町店 緯０９６（３２７）０５１１渥（担当/青山）国土交通大臣（４）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F

売買
北区龍田７丁目売地
795　万円

北区役所龍田出張所前バス停歩１０分●
地１６２㎡（４９.１坪）３.３㎡（坪）１６.２万円●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
立田幼稚園近隣　龍田小・龍田中●
全４区画分譲地内　建築条件付●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（３）第４５９８号

KAZUホーム㈱

楠１丁目売地
1,680　万円
団地中央口バス停歩１分●
地２５３.８６㎡（７６.７９坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側公道　建築条件無●
楡木小・楠中校区●

緯０９６（２７９）３８８９渥

熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

土 地　求めます。
建 物　求めます。
買 取　致します。

不動産のことならお任せ下さい 荒尾市金山売地
1,500　万円
一里木バス停歩１分●
地１,４５５.７１㎡（４４０.３５坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
店舗・工場有　現状有姿渡し●
南西側約１０ｍ公道●

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

出水７丁目売地
2,400　万円
長溝入口バス停歩４分●
地２１３.０９㎡（６４.４５坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
現況月極駐車場　北西角地●
出水南小・出水南中校区●

山鹿市鹿校通２丁目売アパート
2,400　万円
鹿校２丁目バス停歩３分●
地６０３.０４㎡（１８２.４１坪）木造２階建●
建３５７.５０㎡（１０８.１４坪）Ｓ５９年４月築●
２ＤＫ・３Ｋ　全８室　山鹿小・山鹿中●
満室時表面利回り１３.５％可●

御船町辺田見売地
750　万円

辺田見バス停歩３分●
地５７９.６９㎡（１７５.３５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物有　南側４m道路●
御船小・御船中校区●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（１）第４９８２号

大和地所株式会社

オープンハウス
１/２０日１１：００～１６：００一の宮町宮地売家

1,380　万円
宮地中央バス停歩３分●
地２６１.３５㎡（７９.０５坪）●
建１２９.７７㎡（３９.２５坪）●
北側道路　Ｈ１０年６月築●
木造瓦葺２階建　６ＤＫ＋納戸●

合志市須屋売家
2,480　万円
熊本電鉄黒石駅歩５分●
地１８９.６１㎡（５７.３５坪）４ＬＤＫ●
建１０３.００㎡（３１.１５坪）Ｈ１８年５月築●
シアーズホーム施工の家●
西合志東小・西合志南中校区●

宇城市松橋町分譲宅地
1,020　～1,170　万

円
万
円

新四ツ角バス停歩２分●
地１９８.３１㎡（５９.９８坪）～２０６.４９㎡（６２.４６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
販売３区画　松橋小・松橋中校区●
ゆめマートまで４００ｍ　閑静な住宅地●

緯０９６（３２０）１８００渥
熊本県知事（２）第４８２２号

㈱アリストアンドマネジメント

西区松尾２丁目売家
1,280　万円
二の口バス停歩３分　Ⓟ３台可●
地１５０.５７㎡（４５.５４坪）木造２階建●
建８９.９０㎡（２７.１９坪）H４年３月築●
東南角地　３LDK→４LDKに改装可●
小島小・城西中（高橋小・三和中）●

天草市北原町売家
2,500　万円
箱の水バス停歩４分●
地３３０.６３㎡（１００.０１坪）５LDK●
建１９４.８９㎡（５８.９５坪）H７年４月築●
木造２階建　北側・西側６ｍ道路●
角地　区画整理地内　Ⓟ３台可●

㈱エステートジャパン 緯０９６（３８４）５４００渥熊本県知事（１１）第１９８０号

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
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！！

人吉市下薩摩瀬町貸マンション
月額7.6　万円
カルチャーパレス前バス停歩１１分●
挨６２.５９㎡（１８.９３坪）２ＬＤＫ●
Ｈ２５年３月築　ＲＣ５階建２Ｆ●
オートロック　家財保険加入要●
日当良好　保証金２２.８万円●


