
北区龍田２丁目売家
1,998　　万円

（
税
込
）

上立田バス停歩１０分　太陽光発電●
地１９２.９２㎡（５８.３５坪）木造２階建●
建１０８.４８㎡（３２.８１坪）H９年１１月築●
４LDK　姶２台可　龍田小・龍田中●
H３０年１２月全面リフォーム済●

北区清水新地６丁目売家
1,998　　万円

（
税
込
）

杉下バス停歩６分　軽量鉄骨造２階建●
地２６５.００㎡（８０.１６坪）姶２台可●
建１２０.００㎡（３６.３０坪）Ｓ５１年９月築●
４ＬＤＫ＋納戸　麻生田小・清水中校区●
Ｈ３１年１月全面リフォーム済●

㈱リアルト・ハーツ熊本支店国土交通大臣（３）第７２３１号
熊本市東区秋津新町２番２２号

オープンハウス４/１３土１４日１２：００～１７：００

緯０９６（２８５）８４２１握
[リセットハウス]で検索

オープンハウス４/１３土１４日１２：００～１７：００

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

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
1,680　　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

出町売マンション

1,490　　渥万円
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　附属小６０７m（歩８分）　ペット可
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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

山室５丁目売地
1,280　　渥万円
化血研バス停歩３分●
地２３３㎡（７０.４８坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北側約３ｍ公道　平坦地●

建築条件無　高平台小・京陵中校区

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

薬園町売地
1,600　　渥万円
薬園町バス停歩１分●
地２０６.２７㎡（６２.３９坪）建物有●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
解体更地渡し　黒髪小・桜山中校区●
建築条件無　三軒町通り沿

兎谷１丁目売地
1,680　　渥万

円
北津留バス停歩３分●
地５０４.１４㎡（１５２.５坪）更地●
唖宅地・畑茜一低娃４０％阿８０％●
２方道路　日当良好●
建築条件無　清水小・竜南中校区

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

麻生田２丁目売地
1,280　　握万円
石倉バス停歩８分　日当良好●
地２０５.８８㎡（６２.２７坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北西４ｍ公道　解体更地渡し●
建築条件無　楡木小・楠中校区

山鹿市鹿校通２丁目売家
2,700　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年塗装済！　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●

東区秋津町秋田売地
1,870　万円
秋津団地入口バス停歩５分●
地４１２.１０㎡（１２４.６６坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
マルミヤストア秋津店約２２０ｍ●
閑静な住宅街、秋津小校区●

中央区黒髪４丁目売地
1,880　万円
電鉄本社前バス停歩８分●
地４１４.３４㎡（１２５.３３坪）●
唖宅地茜一中娃３０％阿１５０％●
熊本銀行清水支店まで約１.３ｋｍ●
黒髪小・桜山中校区●

宇土市岩古曽町売地
980　万円

上古閑バス停歩５分●
地５７４.４６㎡（１７３.７７坪）●
唖宅地茜無指定●
あつまるレークＣＣ約３.５㎞　熊本城南ＣＣ約６.７㎞●
チェリーゴルフ宇土コース約２.５㎞　南西角地●

高森町上色見売地
980　万円

高森温泉館前バス停歩１８分●
地３５４.００㎡（１０７.０８坪）●
唖原野茜無指定娃１０％阿２０％●
静かな環境です。高森温泉館うら●
建物あり（別荘・内覧可能）●

西原村布田売地
400　万円

産交バス「上布田」バス停歩６分●
地１５２.６５㎡（４６.１７坪）●
唖宅地茜無指定●
南東角地！●
西原村役場より約７５０m●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥国土交通大臣（２）第００８４３２号

菊池市泗水町吉富売家
2,690　　万円
富の原バス停歩６分●
地１,６０５.８０㎡（４８５.７５坪）６ＬＤＫ●
建１６８.８１㎡（５１.０６坪）Ｈ１６年７月築●
Ｈ２９年外壁塗装済　菜園、畑あり（多収穫）●
大手住宅メーカーの家　駐車場５台可●

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

三角町大田尾売家
2,680　万円
大田尾バス停歩２分　白蟻工事済●
地６５４.４６㎡（１９７.９７坪）駐車１０台可●
建２２８.６８㎡（６９.１８坪）９LDK＋書斎●
H３１年４月全面リフォーム済●
H８年６月築　耐震適合住宅●

お気軽にお問合せ下さい

オープンハウス４/１３土１４日

緯０９６（３６８）５４５０握熊本県知事（１２）第１４２０号

株式会社　山口ハウジング

５７号線沿　広々敷地・間取り

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！！

人吉市五日町貸マンション
月額7.4　万円
九日町バス停歩１分　姶１台込●
挨４０.３２㎡（１２.１９坪）H１９年１２月築●
RC１０階建８F　保証金２２.２万円●
家財保険加入　球磨川を望む●
エレベーター　オートロック付１LDK●

売買
八代市北の丸町売マンション

2,480　万円
代陽小学校前バス停歩５分●
挨７８.９３㎡（２３.８７坪）Ｈ２６年７月築●
哀愛姶１９,１００円　ＲＣ１２階建６Ｆ●
３ＬＤＫ　ペット可　生活・交通環境良好●
南西向き日当良　代陽小・八代第一中●

富合町大町売地
780　万円

緑川橋バス停歩１４分●
地２８６.７８㎡（８６.７５坪）更地●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
日当良好　集落内開発制度区域内●
建築条件無　富合小・富合中校区●

島崎５丁目売家
630　万円

三軒屋バス停歩２分　４ＤＫ●
地２１９.７２㎡（６６.４６坪）木造２階建●
建９３.３０㎡（２８.２２坪）Ｓ２６年３月築●
Ｓ５３年５月増築　瑕疵担保免責●
生活・交通環境良　城西小・西山中●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

オープンルーム
４/１４日１１：００～１６：００

ソフトバンク

十徳や

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㈱

東区小山４丁目売地
5,155　　万円
戸島農協前バス停歩４分●
地８５２㎡（２５７.７３坪）●
唖雑種地茜調整●
現況渡し　県道熊本空港線沿●
集落内開発制度指定区域内●

緯０９６（３８２）０５１４渥

熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設 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

泗水町豊水売地
467.5　万円
電鉄泗水孔子公園前バス停歩１５分●
地２９０.２４㎡（８７.８坪）●
唖宅地茜無指定●
娃７０％阿２００％●
残り１区画●

建
築
条
件
無

緯０９６８（２３）８０１５渥
熊本県知事（６）第３６７９号

有限会社　川口開発
熊本県知事（７）第３２６４号

㈱Dream

西区花園６丁目売家
918　　万円

（
税
込
）

中尾・上の原バス停歩７分●
地３９２㎡（１１８坪）木造平屋建●
建５６.７６㎡（１７.１６坪）Ｓ４８年月不詳築●
２Ｋ　増築可能　姶２～３台可●
家庭菜園可　花園小・井芹中●

Ｈ２９年１１月リフォーム済

緯０９６（３２４）８９００渥
[ドリーム開発　熊本]で検索

清水東町売地
1,421　万円
北津留バス停歩６分●
地６６６.１９㎡（２０１.５２坪）●
唖宅地・雑種地茜一中●
娃６０％阿１５０％　建物有●
清水小・竜南中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号
http://www.best-green.jp
緯０９６（３６４）５０１０渥

若葉３丁目売地
2,850　万円
健軍本通りバス停歩１分●
地２６８.４８㎡（８１.２１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
三方道路　更地●
若葉小・東野中校区●

城南町今吉野売アパート
3,000　万円
杉上今バイパスバス停歩２分●
地３３６.７０㎡（１０１.８５坪）姶６台●
建２９２.４０㎡（８８.４５坪）Ｈ６年９月築●
木造２階建　２ＤＫ×６戸●
満室時表面利回り１０.８％可●

三角町三角浦売ホテル
4,000　万円
俣木の下バス停歩１分●
地１,２６１.３３㎡（３８１.５５坪）●
建１,７２４.６８㎡（５２１.７１坪）●
Ｓ６０年１１月築　２２部屋●
ＲＣ７階建　三角西港公園約２３０ｍ●

宇土市松山町売地
4,980　万円
嫁坂バス停歩４分●
地１,３７２.９１㎡（４１５.３０坪）●
唖宅地茜無指定●
娃７０％阿２００％　建物有●
南西角地（西側約１２ｍ公道）●

中央区水前寺公園売マンション
3,350　万円
国府電停歩２分　築浅　●
挨６８.７３㎡（２０.７９坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２８年２月築　姶９,５００円●
哀愛１１,９８０円　ＲＣ１１階建１０Ｆ●
眺望良好　出水小･出水中校区●

中央区新町２丁目売地
1億300　万円
洗場橋電停歩１分●
地２６８.６２㎡（８１.２６坪）更地●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
現況月極駐車場●
一新小・西山中校区●

中央区八王寺町売アパート
4億6,000　万円
食糧事務所前バス停歩１分●
地１,１７７.７２㎡（３５６.２６坪）●
建２,１３６.２２㎡（６４６.２１坪）姶４１台●
ＲＣ５階建　Ｈ１６年１月築　全５２戸●
満室時表面利回り８.０１％可●

㈱アパートナー　米屋町店 緯０９６（３２７）０５１１渥 （担当/一野・岩本）

オープンハウス
４/１３土１４日１１：００～１６：００

南区城南町隈庄９４２‐７ナビ

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

中央区大江２丁目売アパート
2億2,000　万円
熊本学園大学入口バス停歩３分●
地８１４.０１㎡（２４６.２４坪）ＲＣ４階建●
建１,１１５.１９㎡（３３７.３４坪）姶９台●
Ｈ１年３月築　産業道路３２０ｍ●
全３０戸（１K×２４戸・３LDK×６戸）●

南区城南町隈庄売家
1,800　万円
舞原入口バス停歩３分●
地１９７.６８㎡（５９.８０坪）木造２階建●
建１０４.６９㎡（３１.６７坪）Ｈ７年１２月築●
４ＬＤＫ＋納戸　南向き　日当良好●
隈庄小・下益城城南中校区●

Ｈ３１年３月
内装リフォーム済

◎水廻り新品（キッチン・
お風呂・トイレ・洗面台）
◎オール電化
◎全室クロス張替え
◎駐車場２台可　カーポート付
◎外壁塗装予定

「サクラマチクマモト」
（桜町再開発）約４００m
熊本中心街徒歩圏内

◎東側約１０m道路沿い
　間口約１７m
◎市電「洗馬橋電停」徒歩１分
◎商業地域　事業用地適


