
南区城南町碇売家
880　万円

「宮の下」バス停歩２１分●
地３２０.５５㎡（９６.９６坪）４ＬＤＫ●
建９９.６１㎡（３０.１３坪）Ｈ６年２月築●
閑静な住宅街、駐車縦列３台可能　！●
イオンモール熊本約４.４㎞（車で約８分）●

山鹿市山鹿売地
780　万円

「熊入四ツ角」バス停歩３分●
地４６６.００㎡（１４０.９６坪）●
唖田茜一住娃６０％阿２００％●
閑静な住宅街、スーパーまで約７００ｍ●
山鹿小・中校区●

菊池市出田売地
330　万円

熊本電鉄「広瀬」バス停歩９分●
地２９７.００㎡（８９.８４坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
閑静な住宅街、花房郵便局より約６５０ｍ●
花房小学校区内●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥

山鹿市鹿校通２丁目売家
2,570　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●
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●

宇土市岩古曽町売地
950　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）●

国土交通大臣（２）第００８４３２号

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西区小島９丁目売地
2,800　万円
小島町営住宅前バス停歩８分●
地２,６４４.８３㎡（８００.０６坪）●
唖畑・雑種地茜一中娃６０％阿１５０％●
住宅用地・分譲地素地・アパート用地等適●
HP公開中［モーク不動産］で検索！●

緯０９６（２７５）２３１１握

熊本県知事（７）第３３１７号

モーク不動産㈲

菊池市七城町砂田売家
650　万円

七城総合支所前バス停歩１０分●
地６００㎡（１８１.５坪）●
建１９８.６４㎡（６０.０８坪）S２６年１月築●
小学校まで徒歩１０分（８００ｍ）●
８Kの広々物件。日当たり良好●

緯０９６８（２３）７１００渥

熊本県知事（４）第４２４８号

コーエイ㈱

西区新土河原１丁目売家
2,398　万円
新土河原町バス停歩２分　姶７台●
地３４２.８７㎡（１０３.７２坪）木造２階建●
建１０９.６２㎡（３３.１６坪）Ｈ７年４月築●
４LＤＫ　白坪小・花陵中校区●
Ｒ１年５月内外装リフォーム済●

緯０９６（３７５）７１３１渥㈱たたら不動産熊本県知事（２）第４９５３号

オープンハウス５/１１土１２日１０：００～１７：００
新土河原１丁目１３‐４０ナビ検索

御船町高木売工場
5,000　万円
下高野バス停歩４分●
地１,５５０㎡（４６８.８７坪）●
建２３６.６１㎡（７１.５７坪）Ｈ４年１０月築●
別棟建１２０㎡（３６坪）Ｈ２０年８月築●
九州自動車道御船ＩＣ車５分（２,６００ｍ）●

緯０９６（３６８）５５６０渥
熊本県知事（４）第４３６１号

㈲平川宅建

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

北区飛田２丁目売家
2,460　万円
外沖バス停歩５分●
地３５４.７４㎡（１０７.３坪）眺望良●
建１３０.６４㎡（３９.６坪）Ｈ７年１０月築●
ダンパック断熱・床暖房・電動雨戸●
全桧四寸柱　耐震診断適合証明付●

タジリ不動産 緯０９６（３５６）３０８０渥熊本県知事（１５）第３７０号

北区飛田２丁目貸アパート
月額5.5　　万円
外沖バス停歩５分　●
挨７０㎡（２１.２坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１０年4月築　２階建２Ｆ●
穐１ヶ月　姶３,０００円　●
眺望良　電動雨戸●

西区京町本丁貸アパート
月額5　　万円

京町本丁前バス停歩１分　●
挨４９㎡（１５坪）２ＤＫ●
Ｓ49年2月築　肥後銀行右隣●
２階建１・２F　穐１ヶ月　姶５,０００円　●
H３０年７月内装全面リフォーム済●

西区池田２丁目貸アパート
月額4　　万円
池田三丁目バス停歩３分●
挨４０㎡（１２坪）３ＤＫ●
Ｓ５９年３月築　２階建２Ｆ　●
穐1ヶ月　Ⓟ３,０００円●
H３０年８月全面リフォーム済●

ロ
ー
ン
減
税
　
年
１３

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。

清水東町売地
1,270　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

弓削３丁目売家
1,200　万円
弓削団地入口バス停歩７分●
地２１２.１７㎡（６４.１８坪）木造２階建●
建９２.０５㎡（２７.８４坪）Ｓ５６年４月築●
東側約５.９ｍ公道●
弓削小・武蔵中校区●

中原町売店舗
1,780　万円
今新開バス停歩２分●
地２９６.５４㎡（８９.７０坪）●
建４９.７７㎡（１５.０５坪）築年月不詳●
軽量鉄骨造平家建●
国道５０１号線沿●

宇土市松山町売地
4,780　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）●

壺川１丁目売マンション
1,450　万円
上寺原町バス停歩１分●
挨６８.１０㎡（２０.６０坪）３ＬＤＫ●
Ｈ９年１１月築　姶７,０００円●
哀愛２３,９００円　ＳＲＣ９階建３Ｆ●
壺川小・京陵中校区●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

八代市古閑中町売家
1,720　　万円

（
税
込
）

古閑中町バス停歩５分　５ＬＤＫ＋納戸●
地２５０.０６㎡（７５.６４坪）木造２階建●
建１４９.５８㎡（４５.２４坪）Ｈ８年８月築●
屋根は陶器瓦で収納多めの注文住宅●
エアコン７台付　ガスストーブ利用可●

江津１丁目売地
2,460　万円
上画図橋バス停歩３分●
地３５３.７１㎡（１０６.９９坪）●
唖宅地茜準住・一低●
娃４０％・６０％阿８０％・２００％●
建築条件無　東側４ｍ道路●

京町２丁目売地
4,650　万円
京町柳川バス停歩２分●
地３５８.３６㎡（１０８.４０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件無　引渡条件応相談●
熊大附属小５５０ｍ・附属中７００ｍ●

㈲熊コーポレーション熊本県知事（１）第５２１６号
HPにて動画公開中！

ゆう

緯０９６（３８４）６１２３渥
youcorporation.jp

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㈱

東区月出１丁目売地
2,244　万円
三郎バス停歩３分●
地３３６.８５㎡（１０１.８９坪）●
唖宅地茜一中　●
娃６０％阿１５０％　全２区画●
月出小、錦ヶ丘中校区●

緯０９６（３８２）３２６７渥

熊本県知事（１０）第２１６４号

㈲アナミ宅建企画

東区秋津３丁目売地
2,132　万円
鶯原団地前バス停歩３分●
地３２７.９１㎡（９９.１９坪）角地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
更地　スーパー歩３分（２４０ｍ）●
秋津小・東野中校区●

緯０９６（３８４）２０５７渥
熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

東区若葉６丁目売家
1,057　万円
中無田バス停歩６分●
地１８４.００㎡（５５.６６坪）角地●
建９８.９０㎡（２９.９２坪）S４６年１月築●
３DK（和８、６、６、DK６）●
若葉小・秋津小、東野中校区●

東区戸島西１丁目売家
2,950　万円
戸島西団地バス停歩４分●
地１７８.９２㎡（５４.１２坪）南西角地●
建１０４.５４㎡（３１.６２坪）Ｈ３０年３月築●
オール電化　姶４台可　エアコン２台●
長期優良住宅　耐震等級３●

緯０９６（３８３）７７１１旭㈱ネオホーム熊本県知事(１)第５１８９号

オープンハウス５/１２㈰１３：００～１７：００

東区戸島西１丁目２３‐１３７ナビ

宇土市網津町売家
950　万円

住吉駅前バス停歩１５分●
地５９１.３７㎡（１７８.８８坪）●
建１０９.２６㎡（３３.０５坪）H６年１０月築●
木造平家建　和風住宅●
別棟納屋（車庫）あり（３８.９２㎡）●

一部リフォーム
渡し

エヌケイ企画 緯０９６（３８１）３２０５渥熊本県知事（３）第４３２５号

東区新外４丁目売店舗付住宅

2,800　万円
新外中通りバス停歩２分●
地２１３.２３㎡（６４.５０坪）●
建４９.６８㎡（１５.０３坪）●
Ｈ３０年９月築　茜二中●
美容室営業中　築浅物件●

急譲

八代市千丁町吉王丸売地
1,150　万円
ＪＲ千丁駅歩１０分●
地８３２.７９㎡（２５１.９１坪）●
唖宅地茜区域内娃７０％阿２００％●
古家有　セットバック要●
北西道路　広々敷地●

八代市古閑下町売店舗
1,450　万円
市民球場前バス停歩１０分●
地５７０.００㎡（１７２.４２坪）鉄骨造２階建●
建２２０.７６㎡（６６.７７坪）Ｓ６３年１２月築●
自動車関連・板金・塗装・販売・●
作業所兼事務所に適

八代市植柳新町２丁目売家
1,850　万円
古城公民館前バス停歩１２分●
地３６８.００㎡（１１１.３２坪）木造２階建●
建１９０.６３㎡（５７.６６坪）Ｈ６年１月築●
７ＤＫ＋納戸　縁側・バルコニー有●
太陽光ソーラー有　敷地広々●

緯０９６５（４５）５１６１渥㈱h＆t不動産コンサルタント熊本県知事（１）第５０７５号

中央区国府３丁目売マンション
1,680　万円
国府電停歩７分　最上階眺望良●
挨８１.１５㎡（２４.５４坪）H７年１０月築●
哀愛１３,９００円　１１階建１１F　４LDK●
ペット可　白山小・出水中校区●
コアマンション新水前寺Ⅰ　１１１５号室●

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　交通利便良●
挨７２.１６㎡（２１.８２坪）H２８年２月築●
哀愛１１,９８０円　１１階建１０F　３LDK●
ペット相談　眺望良　出水小・中校区●
サンメゾン新水前寺公園ゲート　１００２号室●

㈱アパートナー　米屋町店国土交通大臣（４）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F

緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/小林・岩本）

２ヶ所同時オープンルーム５/１１土１２日１１：００～１６：００

中央区国府３丁目５‐２４ナビ 中央区水前寺公園２‐５ナビ

中江町新築一戸建
2,798　　万円

（
税
込
）

吉原橋バス停歩４分　姶３台●
地２０５.５８㎡（６２.１８坪）木造２階建●
建１０７.６５㎡（３２.５６坪）Ｈ３０年１２月築●
５ＬＤＫ　託麻北小・東部中校区●
外構・全室照明・カーテン・シャッター雨戸込●

オープンハウス
５/１１土１２㈰１０：００～１７：００

オール電化（エコキュート）

※イメー※イメージジ

緯０９６（３３４）０００７握㈱サンタ不動産熊本県知事（２）第４７７４号

御船町上辺田見売地
770　　握万

円
中辺田見バス停歩１０分●
地３００㎡（９０.７５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
上・下水道完備、建築条件付●
御船小・御船中校区●

御船町辺田見分譲宅地
575　～730　　握万

円
万
円

下辺田見バス停歩４分●
地２１５.２３㎡（６５.１０坪）～３０２.３㎡（９１.４４坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
上・下水道完備、建築条件付●
御船小・御船中校区●

上益城郡甲佐町売地
380　　渥万

円
熊本バス「田口」バス停歩５分●
地６５５.５８㎡（１９８.３１坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
乙女小学校・甲佐中学校校区●
閑静な住宅地●

㈱親和技建 緯０９６（２３４）４３５３熊本県知事（３）第４６１７号

御船町上辺田見売地
605　～650　　握万

円
万
円

中辺田見バス停歩７分●
地２０６.９㎡（６２.５８坪）～２１９.８４㎡（６６.５０坪）●
唖宅地茜一中娃５０％阿１００％●
上下水道完備　建築条件付●
御船小・御船中校区●

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

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●

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●

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●

八反田２丁目売マンション
1,180　万円
八反田入口バス停歩３分　４ＬＤＫ●
挨７８.５７㎡（２３.７７坪）Ｈ４年６月築●
哀愛１７,０００円　ＲＣ５階建４Ｆ　南西角部屋●
Ｈ２９年６月リフォーム済　即住可●
５/１１土１２日１２～１６時オープン●

水前寺３丁目売マンション
1,390　万円
ＪＲ水前寺駅歩２分　４ＬＤＫ●
挨９２.６４㎡（２８.０２坪）Ｓ５６年８月築●
哀愛３９,３００円　ＳＲＣ１０階建２Ｆ　即住可●
Ｈ３０年１月悪済　エアコン１台付　ペット相談●
５/１１土１２日１２～１６時オープン●

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

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

植木町内売地
680　　渥万円
砥石バス停歩２分●
地７６６.７６㎡（２３１.９４坪）平坦地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建物有　解体更地渡し　日当良好●

山本小歩５分（４００ｍ）・五霊中　建築条件無

兎谷１丁目売地
1,280　　握万円
北津留バス停歩３分●
地２１３.６１㎡（６４.６１坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
２方道路　日当良好●
建築条件無　清水小・竜南中校区

楠野町売倉庫
3,180　　渥万

円
鹿子木バス停歩４分●
地７３０㎡（２２０.８２坪）鉄骨造２階建●
建６２０㎡（１８７.５５坪）S６０年９月築●
別棟事務所・クレーン１基付●
国道３号線歩３分（１９０ｍ）

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
1,180　　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　分譲地内●
建築条件無　楡木小・楠中校区

清水万石４丁目売地
680　　渥万円
万石バス停歩８分●
地１３８.５９㎡（４１.９２坪）平坦地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　解体相談　日当良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区

貢町売地
980　　渥万円
秋鯰バス停歩１分●
地２３９㎡（７２.２９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　西里小・北部中●

南西角地　建築条件無　鈴麦線沿
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売買
宇土市走潟町売地
640　万円

南走潟バス停歩５分●
地２６２.４㎡（７９.３７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件なし　コンビニまで５００m●
走潟小まで７００m●

緯０９６４（２２）０１９４握
杉内　修一 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！！

人吉市下林町貸マンション
月額5.8　万円
下林バス停歩１分●
挨４６.７４㎡（１４.１３坪）２ＤＫ●
Ｈ１０年１０月築　ＲＣ５階建２Ｆ●
保証金１７.４万円　姶１台付●
オートロック・エレベーター付●

事業用
北区楠野町売地

1,700　万円
古閑小屋バス停歩５分●
地５６１.５８㎡（１６９.８７坪）●
唖畑茜工業●
娃６０％阿２００％　更地●
３.３㎡（坪）１０万円　上下水道●

緯０９６（２００）８２１５渥㈱スローリー不動産熊本県知事（１）第５２７０号
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○アパート用地
　（１LDK×９戸のアパートプラン有）
○工場、倉庫用地　○事務所用地

事業用地　３号線まで約２３０m


