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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●

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●

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）出水小・中●
建３１７.１９㎡（９５.９４坪）Ｈ２年２月築●
１Ｆテナント×１戸、１K×１２戸●
ＲＣ５階建　満室想定利回り１０％可●

南区城南町阿高売家
1,290　万円
黒橋バス停歩５分　オール電化●
地１９８.３６㎡（６０坪）姶２台●
建１１１.４４㎡（３３.７１坪）Ｈ元年１１月築●
３ＬＤＫ　２階建　南向　Ｒ元年６月悪済●
隈庄小・城南中　オープンハウス６／８・９●

緯０９６（２８２）３０５６渥
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宇土市立岡新築一戸建
2,548　　万円（税込）
花園岡崎商店前バス停歩６分●
地１７７.３５㎡（５３.６４坪）木造２階建●
建１０７.６５㎡（３２.５６坪）Ｈ３０年１１月築●
５ＬＤＫ　姶３台　花園小・鶴城中校区●
全室ＬＥＤ照明・オーダーカーテン付●

オープンハウス
６/８土９日１０：００～１７：００
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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●

小川町江頭分譲宅地
700　～1,100　万

円
万
円

小川四ツ角バス停歩２分●
地２００.００㎡（６０.５０坪）～３６１.４８㎡（１０９.３４坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
販売４区画　河江小・小川中校区●
イオンモール宇城まで車で１分●

緯０９６（３２０）１８００渥
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㈱アリストアンドマネジメント

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●

菊池市七城町甲佐町売地
550　　渥万

円
間所バス停歩４分●
地３１４.３１㎡（９５.０７坪）●
唖宅地茜都市計画区域外●
現況更地　建築条件付き●
広々敷地　平屋建築適●

菊池市出田売地
240　　渥万

円
広瀬バス停歩１１分●
地２０６.４５㎡（６２.４５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件なし　現況更地●
即時引渡し可●

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

西原村小森分譲宅地
350　～807.9　万

円
万
円

西原村役場入口バス停歩３分●
地１１２.２２㎡（３３.９４坪）～１５８.５３㎡（４７.９５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
分筆杭代金・水道加入金各１０万円要●
最多販売価格帯４５０万円台（３区画）●

西原ニュータウン　建築条件無
眺望・利便性良　販売１２区画

阿蘇郡西原村小森６２２‐１他

現地案内会開催!!
６/８土９日１０㈪

www.estate-nishihara.com/　緯０９６（２７９）２９５９握

西原村河原売地
363.45　万円
門出バス停歩９分　龍神の郷●
地２５５.６４㎡（７７.３３坪）　建築条件無●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
高台　眺望良　河原小・西原中校区●
分筆杭代金１０万円・水道加入金２０万円要●

菊池市隈府売家
798　万円

正院丁バス停歩２分　●
地１５４.６９㎡（４６.８坪）３ＤＫ●
建８５.１９㎡（２５.７６坪）築年月不詳●
木造平屋建　西南２方道路●
隈府小・菊池南中校区●

㈲エステート西原熊本県知事（４）第４１１０号

菊池市役所２１０ｍ
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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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中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
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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
2,980　　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

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

四方寄町売地
4,180　　渥万

円
南原バス停歩８分　日当良好●
地９５５㎡（２８８.８８坪）更地●
唖畑茜準住・準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　事務所・アパート適●

北バイパス２４０ｍ　川上小・北部中

南区八分字町売家
1,880　　握万円
産交「八分字」バス停歩９分●
地２７８.０６㎡（８４.１１坪）４ＬＤＫ●
建１２５.８６㎡（３８.０７坪）Ｓ６１年４月築●
令和元年５月全面リフォーム済　姶４台●
耐震基準適合証明書付物件！●

西区城山大塘売家
1,300　　渥万

円
産交「高橋中間」バス停歩６分●
地１２０.４９㎡（３６.４４坪）２ＬＤＫ●
建７２.８６㎡（２２.０４坪）Ｓ６１年８月築●
東南角地、日当たり良好、P２台可●
Ｈ３０/６一部悪済、高橋小・三和中校区●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３熊本県知事（５）第３８９１号

オープンハウス
６/８土９日１０：００～１８：００

オープンハウス
６/８土９日１０：００～１８：００

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

熊本市南区八分字町２２３４‐３ナビ 熊本市西区城山大塘３丁目５‐２０ナビ

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

甲佐町早川売地
2,700　万円
妙見谷バス停歩７分●
地１,００７.２９㎡（３０４.７０坪）●
唖宅地茜区域外●
２方道路　日当良好●
白旗小・甲佐中校区●

緯０９６（３５５）３７６７渥

熊本県知事（２）第４７８３号

㈲リンク

宇土市松山町売家
1,980　万円
ＪＲ宇土駅歩２５分●
地３４４.０４㎡（１０４坪）●
建２６５.５４㎡（８０.３坪）●
Ｈ９年３月築●
二世帯向け２階建（一部ロフトあり）●

緯０９６（３２２）７１７２渥

熊本県知事（１）第５２２４号

レイドバック㈱

泗水町豊水売地
475　万円

電鉄泗水孔子公園前バス停歩１５分●
地２６０.５０㎡（７８.８０坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　泗水小校区●
東南角地●

緯０９６８（２３）８０１５渥
熊本県知事（６）第３６７９号

有限会社　川口開発

泗水町豊水売地
620　万円

電鉄富バス停歩８分●
地３０６.５０㎡（９２.７１坪）●
唖雑種地茜無指定●
娃７０％阿２００％●
建築条件無　泗水小校区●

http://www.best-green.jp

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●
ペット可　壺川小・京陵中校区●

本山町売マンション
1,690　万円
JR平成駅歩４分　●
挨６７.７０㎡（２０.４７坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１３年１１月築　向山小・江南中●
哀愛１８,７００円　ＳＲＣ１０階建３Ｆ●
団地入口バス停歩３分●

八分字町売家
2,000　万円
八分字バス停歩７分●
地３９０.００㎡（１１７.９７坪）姶有●
建１４８.６４㎡（４４.９６坪）Ｓ５６年３月築●
木造２階建　南側約４ｍ公道●
飽田東小・飽田中校区●

御幸笛田３丁目売地
1,500　万円
御幸病院バス停歩３分●
地２１４.０７㎡（６４.７５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
更地　東側約４ｍ公道●
御幸小・託麻中校区●

●
●
●
●
●

横手３丁目貸店舗
月額43.2　万円
横手郵便局前バス停歩２分●
建５４２.２２㎡（１６４.０２坪）●
Ｓ５８年９月築　鉄骨造平家建●
穐６ヶ月　姶有　５年契約●
県道小島新町線沿●

ベスト・グリーン㈱ 緯０９６（３６４）５０１０渥熊本県知事（３）第４３８６号

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

長嶺東７丁目貸家
各月額5　万円
一本木バス停歩１分　全２戸●
建５４.６５㎡　３DK　姶１台込●
S５４年３月築　公共下水道●
葵無　託麻総合出張所近隣●
穐２ヶ月　H２９年６月リフォーム済●

緯０９６（３８０）５１２４旭

熊本県知事（５）第４０９８号

㈲渡辺宅建

秋津２丁目売地
2,230　万円
東野中学前バス停歩４分●
地３３５.７０㎡（１０１.５４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅街　広々な住宅地●
東野中・秋津小　北側道　整形地●

緯０９６（３８５）５７００渥

熊本県知事（８）第２８９２号

㈲サン地研

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
緯０９６（３６６）０１００渥

熊本県知事（９）第２５３９号

IR開発

中央区九品寺１丁目売地
2,400　万円
九品寺交差点電停歩５分●
地１１９.１７㎡（３６.０４坪）●
唖宅地茜商業●
娃８０％阿４００％●
建物有　現況渡し　角地●

西区花園３丁目売地
3,500　万円
本妙寺入口電停歩９分●
地４５２.００㎡（１３６.７２坪）更地●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　分割可　角地●
花園小・井芹中校区●

緯０９６（２１３）２１０３渥

熊本県知事（２）第４９３４号

㈱すいぜんじ公園前不動産

中央区大江４丁目売マンション
3,380　万円
是法神社前バス停歩３分●
挨１０５.８３㎡（３２.０１坪）●
Ｈ１９年２月築　６階建４Ｆ●
哀愛３７,２１０円　姶１３,０００円●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　東南角部屋●

緯０９６（２７３）９７１９渥

熊本県知事（１）第５３５２号

熊本不動産事務所

中央区上鍛冶屋町売マンション
980　万円

河原町電停歩３分●
挨４３.１８㎡（１３.０６坪）２ＤＫ●
H１年８月築　ダイアパレス慶徳●
哀愛１９,４５０円　ＲＣ１２階建８Ｆ●
慶徳小・コンビニ・銀行１６０ｍ●

中央区新屋敷３丁目売マンション
1,590　万円
大江渡鹿バス停歩３分　３ＬＤＫ●
挨６６.８４㎡（２０.２１坪）Ｓ６１年５月築●
哀愛３１,４００円　ＲＣ６階建３Ｆ●
Ｈ２４年１２月悪済　ライオンズＭ新屋敷●
セブンイレブン８０ｍ　買物・生活便良●

緯０９６（３７３）６００１握
熊本県知事（５）第３９４７号

アイティ・ナイス宅建株

帯山３丁目新築一戸建
3,790　万円
京塚バス停歩４分 Ⓟ有●
地１４２.８５㎡（４３.２１坪）木造２階建●
建１２６.６９㎡（３８.３２坪）Ｈ３１年4月築●
４ＬＤＫ　生活・交通環境良　●
全２区画　帯山小・帯山中校区●

富合町廻江売家
3,330　万円
南区役所前バス停歩３分　姶３台可●
地２６９.２５㎡（８１.４４坪）木造２階建●
建１０９.３０㎡（３３.０６坪）Ｈ２６年２月築●
４ＬＤＫ＋WIC　屋根裏部屋有　北西角地●
桧家住宅「スマートワンカスタム」●

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

オープンハウス
６/９日１１：００～１６：００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

東区桜木３丁目貸地
月額35　万円
桜木小学校東バス停歩１分●
地７９２㎡（２３９.５８坪）●
唖畑茜二中娃６０％阿２００％●
事業用定期借地契約２０年●
穐４２０万円　委細相談●

東区西原２丁目売地
1,980　　握万

円
鉄工団地入口バス停歩３分●
地２９５.９６㎡（８９.５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅地●
西原小・中校区●

東区西原２丁目売地
2,400　　渥万円
鉄工団地入口バス停歩３分●
地３１３.８１㎡（９４.９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
前面道路８ｍ●
家屋解体渡し●

緯０９６（３８２）４５５８
熊本県知事（９）第２５１２号

㈲水戸不動産

大江本町売マンション
600　万円

味噌天神前電停歩２分（市電沿）●
挨５５.４３㎡（１６.７６坪）Ｓ４９年９月築●
哀愛１５,０００円　ＲＣ６階建４Ｆ●
Ｈ３０年４月リフォーム済　３ＬＤＫ●
エアコン２台付　白山小・白川中校区●

清水新地１丁目売地
1,500　万円
電鉄堀川駅歩１０分●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体渡し相談応●
建築条件無　城北小２５０ｍ●

新町４丁目売店舗
3,980　万円
蔚山町電停歩４分　３方道路角地●
地２０７.７５㎡（６２.８４坪）鉄骨造２階建●
建１６７.２７㎡（５０.５９坪）Ｈ６年１１月築●
Ｒ１年５月リフォーム済　姶８台●
一括、１･２階別々使用でも可●

ハウスギャラリー㈲ 緯０９６（３７３）６６７３渥熊本県知事（１３）第９８０号

松橋町松橋売地
1,450　万円
ＪＲ松橋駅歩９分●
地３９５.１㎡（１１９.５１坪）更地●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
建築条件無　４ｍ公道に約２５ｍ接道●
松橋小・中　商店街・駅徒歩圏内●

http://www.house-gallery.jp

鶴羽田４丁目売家
2,198　　万円

（
税
込
）

上須屋バス停歩６分　Ⓟ並列2台可●
地２６７.２３㎡（８０.８３坪）木造平屋建●
建９２.７４㎡（２８.０５坪）Ｓ５２年１１月築●
Ｒ１年５月悪済　３ＬＤＫ　耐震補強済●
北部東小７６０ｍ、北部中３ｋｍ●

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●

鹿帰瀬町売地
1,000　万円
鹿帰瀬町バス停歩５分●
地２０４.７５㎡（６１.９４坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
建築条件無　５区画/全１１区画●
県民総合運動公園隣接●

嘉島町北甘木売地
1,175　万円
足手荒神入口バス停歩３２分●
地７７６.８４㎡（２３４.９９坪）●
唖宅地茜無指定　建築可　現状渡し●
建築条件無　社会福祉施設等適●
御船ＩＣ約２㎞　小池高山ＩＣ約１.６㎞●

熊本県知事（１）第５２１６号
HPにて動画公開中！ ㈲熊コーポレーション

ゆう

オープンハウス
６/８土９日１１：００～１６：００

緯０９６（３８４）６１２３渥
youcorporation.jp
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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

2,500　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

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。

中央区黒髪１丁目売アパート
3,297　万円
坪井バス停歩２分　全１２戸●
地２６０.７８㎡（７８.８９坪）木造２階建●
建２２７.２４㎡（６８.７４坪）H３年２月築●
茜近隣商業地域・第一種住居地域●
満室時利回り１３.５４％可●

中央区薬園町売アパート
3,486　万円
三軒町バス停歩３分●
地２４０.７８㎡（７２.８４坪）木造２階建●
建２３２.５６㎡（７０.３５坪）H３年２月築●
全１２戸　入居率良好　間口約１８ｍ●
満室時利回り１３.４％可●

西区春日７丁目売アパート
4,158　万円
熊本駅歩１６分●
地２３２.６㎡（７０.３６坪）木造２階建●
建２２７.９８㎡（６８.９６坪）H２年２月築●
１K＋ロフト×１２戸　北東角地●
満室時利回り１３.５０％可●

中央区琴平１丁目売地
3,600　万円
春竹町バス停歩５分●
地４９４.５９㎡（１４９.６１坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
３.３㎡(坪)２４.０６万円　東側約４.７ｍ公道●
国道２６６号線約２５０ｍ　利便性良好●

中央区新町２丁目売地
1億300　万円
洗場橋電停歩１分　現況駐車場●
地２６８.６２㎡（８１.２６坪）更地●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
前面道路１０ｍ　間口１７ｍ有●
サクラマチクマモト約４００m●

㈱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

賃貸
東区長嶺東４丁目貸アパート

月額5　万円
託麻南バス停歩２分●
挨５３.０㎡　２ＬＤＫ●
Ｈ９年４月築●
葵２,０００円　穐１ヶ月　姶３,０００円●
礼金１ヶ月　ペット可●

緯０９６（３８０）７７００握
古閑光徳 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6.4　万円
カルチャーパレス前バス停歩１１分●
挨４４.７９㎡（１３.５４坪）１ＬＤＫ●
Ｈ２５年３月築　ＲＣ５階建４Ｆ●
オートロック　家財保険加入要●
日当良好　保証金１９.２万円●

事業用


