
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

春日２丁目売マンション
2,680　万円
二本木口バス停・熊本駅歩３分●
挨６８.３１㎡　Ｈ２５年９月築●
哀愛９,２００円　１５階建１２Ｆ●
ペット相談　！　浴室内乾燥暖房付　！●
眺望良好のキレイなお部屋です♪●

黒髪２丁目売マンション
1,980　万円
一夜塘バス停歩１分●
挨７６.６９㎡　Ｈ１９年１月築●
哀愛２０,７００円　１２階建４Ｆ●
買物・交通便充実！　浴室内乾燥暖房付●
ペット可のリフォーム渡しのお部屋です！●

新町３丁目売マンション
1,700　万円
蔚山町バス停歩２分●
挨７６.２８㎡　Ｈ１３年１２月築●
哀愛９,７００円　９階建７Ｆ●
東南角部屋！！　三面採光！　利便性良！●
収納充実の広 リ々ビング！　姶１台付！●

出仲間９丁目売マンション
2,490　万円
長溝入口バス停歩２分●
挨８７.４０㎡　Ｈ２５年１１月築●
哀愛１５,８３０円　１５階建８Ｆ●
逢１７㎡付で南向きの明るいお部屋！●
ゆめタウンはません歩６分（４８０ｍ）の好立地！●

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

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
1,180　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●

黒髪２丁目売地
3,780　万円
熊本大学前バス停歩３分●
地４１６.３６㎡（１２５.９４坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
東側公道　セットバック要●
アパート用地適　平坦地●

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　松橋小・松橋中校区●

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●

水前寺２丁目売一棟マンション

5,500　万円
水前寺鳥居前バス停歩２分●
地１０９.５５㎡（３３.１３坪）ＲＣ５階建●
建３１７.１９㎡（９５.９４坪）Ｈ２年２月築●
１Ｆテナント×１戸、１K×１２戸　現在満室●
利回り９.６％可　出水小・出水中校区●

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区御領２丁目新築貸マンション

月額6.9　万円
八反田バス停歩３分　穐２ヶ月●
挨５３.５８㎡（１６.２０坪）H３１年１月築●
ＲＣ３階建１・２・３Ｆ　葵３,０００円●
２ＬＤＫ＋ＷＩＣ×９戸 姶４,０００円●
託麻西小歩１分（８０ｍ）●

緯０９６（３８０）３９１１渥
熊本県知事（８）第２９１０号

㈲太平不動産
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人吉市願成寺町貸マンション
月額6.7　万円
上新町バス停歩３分　●
挨５８.０５㎡（１７.５６坪）２LDK●
ＲＣ４階建４Ｆ　H２６年１０月築●
家財保険加入要　姶６,０００円●
保証金２３.１万円　葵４,０００円●

緯０９６６（２３）５１１１渥アレン都市㈱熊本県知事（１）第５１１７号

地震に強いＲＣ造賃貸マンション　無料wi-fi
○インナーバルコニー付き
○安心のオートロック・
エレベーター付き
○セキュリティーカメラ付き
○４月１９日オープン!!
セブンイレブン人吉五日
町店まで９２０ｍ

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４５０m
○無料wi-fi
○安心のオートロック・
エレベーター付き
○エアコン１台・追い焚き・
浴室乾燥機

○７７台大駐車場

人吉市瓦屋町貸マンション
月額5.7　～6.8　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×３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● 土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

不動産のウラタ㈱ 緯０９６６（２２）２３１１渥熊本県知事（１１）第１６９４号

西区河内町船津売地
220　万円

河内温泉センターバス停歩３分●
地１１６.６９㎡（３５.２９坪）●
唖宅地茜区域外●

緯０９６８（８２）２９５０渥

熊本県知事（４）第４２３５号

㈲中村商会

北区麻生田５丁目売家
1,300　万円
新地団地バス停歩７分●
地１９７.３４㎡（５９.６９坪）木造２階建●
建１００.６５㎡（３０.４４坪）Ｓ５９年２月築●
４ＤＫ　日当良好　閑静住宅街●
北東角地　麻生田小８００ｍ●
緯０９６（３５６）３５２２渥
em.３５２２@spice.ocn.ne.jp

熊本県知事（８）第３１０８号

㈲エステートマツイシ

中央区京町２丁目売マンション
540　万円

京町柳川バス停歩１分　附属小５０ｍ●
挨６２.７５㎡（１８.９８坪）Ｓ４９年８月築●
哀愛１６,３００円　６階建２Ｆ　２ＬＤＫ●
賃貸中現利回り１０％●
オーナーチェンジ●

西区西松尾町売家付店舗
1,800　万円
垂玉バス停歩３分●
地３６５.７６㎡（１１０.６４坪）木造平家建●
建１５０.３５㎡（４５.４８坪）Ｓ５５年７月築●
古家付　国道５０１号線沿●
ラーメン店・中華料理店適●

一の宮町宮地売家付店舗
3,800　万円
宮地駅前バス停歩３分●
地９９６.４２㎡（３０１.４１坪）鉄骨造２階建●
建３２７.４６㎡（９９.０５坪）S４４年９月築●
H４年１０月改築　国道５７号線沿●
別棟古家付（木造２階建／建１７１.２７㎡）●

緯０９６（３８５）２５７３渥
熊本県知事（７）第３２４５号

㈲マーキュリー

不知火町高良売地
1,300　万円
ＪＲ松橋駅歩６分●
地３８９.０６㎡（１１７.６９坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
東南角地　整形地　更地●
店舗用地適●

緯０９６（２８４）１４８４渥

熊本県知事（２）第４８７４号

㈱あおぞらホーム

山鹿市山鹿売地
1,675　万円
栄町バス停歩１分●
地６５１㎡（１９７坪）店舗用地適●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
山鹿プラザ歩５分（４００ｍ）　県道沿●
間口３２ｍ　３.３㎡（坪）８.５万円●

緯０９６（３８８）１１８１握

熊本県知事（１６）第１５１号

清住土地㈱

東区山ノ内３丁目売地
2,968　万円
新外バス停歩５分●
地４２６.５６㎡（１２９.０３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
日当良好●
中央公園歩４分（３２０m）●

緯０９６（３６７）０５７０渥

熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産

菊陽町津久礼売家
700　万円

平の上バス停歩８分●
地２１１.２０㎡（６３.８８坪）木造２階建●
建７４.５１㎡（２２.５３坪）Ｓ５１年１２月築●
賃貸中　オーナーチェンジ物件●
現年収６０万円　利回り８.５７％●

緯０９６（３３９）１４８３渥

熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

八代市鏡町鏡売地
2,300　万円
鏡本町バス停歩３分●
地１,０８６.６６㎡（３２８.７１坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
店舗・アパート用地　更地●
西側１１ｍ公道接面１４.５ｍ●

緯０９６（３８２）０９２３渥
熊本県知事（３）第４５７７号
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植木町鐙田売家
1,878　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３９㎡（８９.０５坪）３ＬＤＫ●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
平家建　オール電化住宅●
南向き　未使用建物　●

植木町滴水売地
1,050　万円
桜井小前バス停歩６分●
地１,４１３㎡（４２７.４３坪）●
唖雑種地茜調整娃４０％阿８０％●
桜井小・鹿南中校区●
現況渡し　日当たり良好●

緯０９６（２７２）４５５２握
熊本県知事（８）第２９６９号

㈲男澤建設

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。

菊池市泗水町住吉売家
640　　渥万

円
伊坂バス停歩１３分●
地４１７㎡（１２６.１４坪）４ＬＤＫ●
建６６.８３㎡（２０.２１坪）Ｓ５３年４月築●
平屋　水回りリフォームＨ２９年２月済●
大通りから離れている為夜は大変静かです。●

菊池市泗水町吉富売地
419　　握万

円
伝承館前バス停歩１５分●
地１９３.８４㎡（５８.６３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　更地渡し●
閑静な住環境です。建築条件無し●

菊池市泗水町福本売地
600　　渥万

円
高江バス停歩５分●
地１３９.６１㎡（４２.２３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●

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市西寺売地
795.6　　渥万

円
西野間口バス停歩５分●
地３８８㎡（１１７.３６坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
菊之池小８５０ｍ　菊之池保育園１.２㎞●
農地転用申請別途　現状更地●

売買
松橋町中原分譲宅地

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

宇土市古保里町売アパート
2億円

花園小学校前バス停歩２分●
地２,２６１.９８㎡（６８４.２４坪）●
建１,０８９.９３㎡（３２９.７０坪）４棟合計●
３棟鉄骨造　Ｈ１５年７月築●
１棟木造　Ｈ２２年３月築　利回８.５％可●

熊本市中央区国府本町売地
2,800　万円
食糧事務所前バス停歩２分●
地３７０.２４㎡（１１２.０坪）●
唖宅地茜二中高娃６０％阿２００％●
現在月極駐車場にて利用中。白山小●
出水中校区　北側４ｍの公道に接道

緯０９６（２１３）０８０８渥
熊本県知事（７）第３４３７号

株式会社アズマシティ開発 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

上天草市大矢野町登立売別荘
2,100　万円
治郎田バス停歩２分●
地２９７.４７㎡（８９.９８坪）●
建１０９.４６㎡（３３.１１坪）Ｈ８年６月築●
セキスイハイムの家　２階建　３ＬＤＫ●
シーライフ大矢野内　庭先は海●

上天草市大矢野町中売別荘
1,200　万円
三杷浦バス停歩１５分●
地６２９.００㎡（１９０.２７坪）●
建９８.６９㎡（２９.８坪）Ｈ４年９月築●
Ｈ８年６月リフォーム済　２ＤＫ＋離れ洋間１２帖●
サンビーチやなぎ分譲地内　駐車場有●

益城町安永新築一戸建
2,170　万円
安永バス停歩５分●
地１８５.９４㎡（５６.２４坪）●
建７２.８６㎡（２２.０４坪）Ｈ３０年６月築●
新築分譲住宅　桧材仕様　三州瓦●
エアコン１台・照明器具付●

緯０９６（３７８）３６６３渥出光ホーム熊本県知事（１３）第１０５２号
いでみつ

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●

北区貢町売地
1,800　万円
秋鯰バス停歩３分●
地３８１.６７㎡（１１５.４５坪）建物有●
唖宅地・田茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発制度区域内●
西里小・北部中校区●
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龍田陳内１丁目売家
3,000　万円
立田口駅前バス停歩６分　４ＬＤＫ＋納戸●
地２７４.４３㎡（８３.０１坪）木造２階建●
建１６１.０４㎡（４８.７１坪）Ｈ９年７月築●
Ｈ３１年３月室内一部リフォーム済●
床暖房・太陽光有　日当・眺望良好●

オープンハウス
３/２４日１１：００～１６：００ 稗田町売家

4,280　万円
住生院前バス停歩４分　日当良好●
地５１４.７４㎡（１５５.７０坪）６ＬＤＫ＋納戸●
建１９８.７７㎡（６０.１２坪）Ｈ７年３月築●
軽量鉄骨造２階建　ＬＤＫ２５.９帖●
大和ハウス工業　H２９年１２月外壁塗装済●
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大津町大林売家
1,180　　渥万

円
大津東小学校バス停歩１２分●
地３９４㎡（１１９.１８坪）●
建１４０.００㎡（４２.３５坪）●
木造２階建　Ｈ５年３月築●
４ＬＤＫ　即時引渡し可●

西原村宮山売家
2,680　　握万

円
万徳バス停歩３０分●
地１,７３８.２９㎡（５２５.８３坪）●
建１５８.４３㎡（４７.９２坪）Ｈ１２年６月築●
軽量鉄骨造平屋建　山西小・西原中●
Ｈ３１年１月全面リフォーム済　７ＤＫ●

大津町大津新築一戸建
3,680　　渥万

円
日吉ヶ丘団地前バス停歩６分●
地２３９.４２㎡（７２.４２坪）●
建１３３.３１㎡（４０.３２坪）●
木造２階建　Ｈ３１年１月築●
５ＬＤＫ　室小・大津北中校区●
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