
植木町米塚売家
1,280　万円
植木温泉入口バス停歩６分●
地３０３.９０㎡（９０.９２坪）木造平屋建●
建１４１.２０㎡（４２.７１坪）Ｓ６３年１０月築●
４ＬＤＫ＋納戸　姶縦列２台（カーポート付）●
温泉付（２,０００円／月）　田底小・植木北中●

近見３丁目売家
1,850　万円
上近見バス停歩６分　姶縦列２台可●
地１６５.１２㎡（４９.９４坪）木造２階建●
建１２９.９５㎡（３９.３０坪）Ｈ７年２月築●
５ＬＤＫ　日吉東小・日吉中校区●
ゆめマート・熊本銀行約４７０ｍ●
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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●

不知火町亀松売地
1,290　万円
亀尾郵便局前バス停歩２分●
地３８８.６６㎡（１１７.５６坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
国道２６６号線沿●
不知火小・不知火中校区●

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●

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●

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
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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

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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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

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

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

梶尾町売地
980　　渥万

円
梶尾温泉バス停歩１分●
地４０９.５５㎡（１２３.８８坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿１５０％●
閑静住宅地　北部東小・北部中●
南西角地　温泉利用可

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５/１８土１９日
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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●

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●
５/１８土１９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●
５/１８土１９日１２～１６時オープン●

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●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

㈱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

東区健軍３丁目売地
1,300　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●

北区貢町売地
1,600　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●

東区東本町売地
2,556　万円
健軍町電停歩４分　全２区画●
地２０１.２４㎡（６０.８７坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　住宅適●
健軍東小・東町中まで約４００ｍ●

南区城南町舞原売家
1,498　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●

西区上熊本１丁目新築一戸建
2,698　万円
県立体育館前バス停歩１分　姶２台●
地９２.８５㎡（２８.０８坪）木造２階建●
建８３.８７㎡（２５.３７坪）H３１年１月築●
３LDK　長期優良住宅　上熊本駅歩１０分●
トリプルサッシ・浴室TV・暖房乾燥機●

東区東野２丁目売地
2,280　万円
東野中前バス停歩２分●
地２４６.２９㎡（７４.５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
秋津小・東野中校区●
建築条件なし●

緯０９６（３６２）５８５８渥

熊本県知事（３）第４４４７号

㈱すずや不動産

九品寺３丁目売地
6,850　万円
岡田町バス停歩５分●
地３６７.２７㎡（１１１.０９坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
東南角地●
住宅、アパート用地向き●

緯０９６（３４２）４７９７渥

熊本県知事（２）第４９０１号

住センター幸和

龍田５丁目売地
1,538　万円
団地中央口バス停歩２分●
地２６８.２６㎡（８１.１４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
分筆可　東側４ｍ市道●
更地　水道管引込要●

壺川１丁目貸事務所
月額6.48　　万円（税込）
内坪井バス停歩１分　葵込●
挨７９.１２㎡（２３.９３坪）穐２ヶ月●
Ｈ２年１２月築　姶１台込（２台目可）●
鉄骨造３階建２Ｆ コスモビル●
新坂通り沿　角地　壺川小・京陵中●

緯０９６（３７５）４０４１渥
熊本県知事（４）第４１８７号

㈱イサワ綜合計画 ㈲ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６渥
担当：松田 　 ０８０（１７３１）９０２８

南区城南町阿高売地
300　万円

黒橋バス停歩３分●
地２４７.４７㎡（７４.８５坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
隈庄小まで１,２００ｍ●
ドラッグストア近隣で買物便利●

北区龍田弓削１丁目売地
900　万円

武蔵塚駅歩１５分●
地２３１㎡（６９.８８坪）●
唖山林茜一住娃６０％阿２００％●
白川に面し眺望良し●
龍田小・龍田中校区●

西区田崎本町売地
1,320　万円
ＪＲ熊本駅歩１２分●
地２１９㎡（６６.２４坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
白坪小・花陵中校区●
３.３㎡（坪）１９.９万円●

賃貸
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
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㈱キタトキ

八代市妙見町売家
1,780　万円
八代市立病院前バス停歩２分●
地２７１.００㎡（８１.９７坪）姶２台●
建１３４.００㎡（４０.５３坪）Ｈ２１年３月築●
木造瓦葺２階建　４ＬＤＫ　ウッドデッキ●
宮地小・八代第八中校区●

緯０９６（２１３）２３２３渥
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㈲ヒューマンプランニング

山室６丁目売アパート
8,700　万円
機能病院前バス停歩５分　木造・Ｈ５年８月築●
地１,１００㎡（３３２坪）敷地３００坪超●
建５４０㎡（１６３坪）Ｈ３０年８月外壁リ済●
１Ｋ×２２戸・現在満室・利回１０.４％可●
姶敷地内１８台＋外４台で全戸分あり●

緯０９６（２１３）０８９０渥

熊本県知事（１２）第１４９６号

㈱きずな企業

長嶺東２丁目売マンション
1,098　万円
合歓の平バス停歩６分　３ＬＤＫ●
挨７２.１９㎡（２１.８３坪）Ｈ６年１月築●
哀愛姶２１,４１０円　ＲＣ１０階建６Ｆ●
Ｈ３１年３月リフォーム済　内覧可●
オール電化　南東向き　２面バルコニー●

緯０９６（３７１）４５４７渥
熊本県知事（１）５１５８号

㈱エコプラスハウス

オープンルーム
５/１８土１９日１１：００～１６：００

バルコニー

玄 LDK
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長嶺東２丁目１４‐６０ナビ検索

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！！

人吉市鬼木町貸マンション
月額7.1　万円
人吉ＩＣ前バス停歩２分●
挨５９.５０㎡（１７.９９坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１７年１１月築　ＲＣ３階建３Ｆ●
オートロック　保証金２１.３万円●
姶１台込　保険加入要　買い物便利●

事業用
菊陽町原水貸地

月額37　万円
緑陽台東バス停歩１分　穐６ヶ月●
地２,０４４㎡（６１８.３１坪）●
唖畑茜一中娃５０％阿１００％●
事業用定期借地（期間２０年）●
北側１６ｍ公道　菊陽中部小・菊陽中●

緯０９６（３８２）０９２３渥

熊本県知事（３）第４５７７号

㈱キタトキ

北区池田３丁目売アパート
6,000　万円
徳王バス停歩３分　販売２棟●
地１,２１０.３５㎡（３６６.１３坪）●
建①４４７.１６㎡（１３５.２坪）Ｓ６３年２月築●
建②２２３.５８㎡（６７.６坪）Ｈ１９年９月築●
満室時年収７０４.４万円可●
熊本県知事（７）第３２６４号

㈱Dream

３
D
K
×
　
室
　　
室
賃
貸
中

１２

１１

P
　
台
２０

緯０９６（３２４）８９００渥
［ドリーム開発　熊本］で検索

売買
北区龍田７丁目売地
838　万円

北区役所龍田出張所前バス停歩１０分●
地１６６㎡（５０.２坪）３.３㎡（坪）１６.７万円●
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　公園隣接地●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（３）第４５９８号

KAZUホーム㈱
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