
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！！

人吉市北泉田町貸マンション
月額6.5　万円
北泉田町バス停歩２分●
挨４０.９７㎡（１２.３９坪）１ＬＤＫ●
Ｈ１６年９月築　ＲＣ７階建５Ｆ●
保証金１９.５万円　保険加入要●
オートロック・エレベーター付●

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。

菊池市七城町甲佐町売地
550　　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　　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渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市北宮売地
525　万円

菊池プラザバス停歩１６分●
地１６５.０１㎡（４９.９１坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
隈府小・南中校区　菊池みゆきこども園８０ｍ●
子育てに優しい閑静な住環境●

売買
小川町北新田売地
678　万円

小川駅歩１０分●
地３１４.７９㎡（９５.２２坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
河江小学校まで１,３００ｍ●
イオン小川店まで９５０ｍ●

緯０９６４（２８）４８０９渥

熊本県知事（４）第４３１０号

大沢不動産

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㈱

御船町辺田見売地
1,300　万円
辺田見バス停歩３分●
地５７９.６９㎡（１７５.３５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物有　更地渡し　生活便利●
御船警察署歩７分（５６０ｍ）●

緯０９６（２７３）８０２５渥

熊本県知事（１）第５１８６号

㈱アシストコーポレーション

合志市野々島売家
2,470　万円
ユトリック団地前バス停歩５分●
地２２９.４９㎡（６９.４２坪）木造２階建●
建９８.７５㎡（２９.８７坪）Ｈ２７年１２月築●
５ＬＤＫ　南向き　バス１坪以上　姶３台●
西合志東小・西合志中校区●

緯０９６（２０２）６０９２渥㈱ランズライフ熊本県知事（１）第５２４２号

オープンハウス　６/１５土１６日１１：００～１６：００
築浅

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

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！●

東区長嶺東７丁目売家
1,900　　渥万

円
産交バス「長嶺」バス停歩３分●
地２２０.８２㎡（６６.７９坪）４ＬＤＫ●
建１１２.６１㎡（３４.００坪）Ｈ３年９月築●
Ｒ１年５月リフォーム（外壁塗装・クロス）済●
託麻南小・長嶺中校区、居住中●

オープンハウス
６/１５土１６日１０：００～１８：００

熊本市南区八分字町２２３４‐３ナビ

中央区出水８丁目売地
790　　渥万

円
江津郵便局前バス停歩９分●
地１９１.７１㎡（５７.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
ゆめマート江津店約４００ｍ●
建物有（解体　相談可）●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３熊本県知事（５）第３８９１号

萩原町売地
2,300　万円
ガス会社前バス停歩１分●
地３０２.５５㎡（９１.５２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
現況月極駐車場　旧浜線沿●
春竹小・江原中校区●

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●

壺川１丁目売マンション
1,390　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●

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

オープンハウス
６/１６㈰１１：００～１６：００

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

合志市御代志売地
1,220　万円
西合志庁舎前バス停歩７分●
地３９１.１８㎡（１１８.３３坪）角地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物有　解体更地渡し　集落内開発地域内●
西合志中央小・西合志中校区●

天草市佐伊津町売家
870　万円

天草病院入口バス停歩８分●
地３１２.０７㎡（９４.４０坪）木造２階建●
建１３４.４３㎡（４０.６６坪）Ｓ６１年３月築●
北東角地　日当良好●
佐伊津小・本渡中校区●

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」●

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●

帯山５丁目売家
3,698　万円
帯山５丁目バス停歩４分　姶５台可●
地２３５.８１㎡（７１.３３坪）オール電化●
建１２０㎡（３６.３０坪）Ｈ２７年６月築●
４ＬＤＫ　帯山小、西原中・帯山中校区●
６/１５土１６日１２～１６時オープン●

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●

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　コープ野村水前寺●
１０階建２Ｆ　３面バルコニー　角部屋●
国府電停歩１０分●

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

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

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地中古住宅・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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をををををををををををををををををををを探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすを探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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

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

池田１丁目売地
1,280　　渥万円
出町３丁目バス停歩７分●
地３１９㎡（９６坪）有効面積２１７㎡（６５坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件無　日当良好●

附属小・中４８０ｍ　池田小・京陵中

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

池田３丁目売地
1,480　　渥万円
長迫団地入口バス停歩４分●
地２７８㎡（８４.０９坪）建物有●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　日当良好　解体更地渡し●

高平台小・京陵中校区　南西角地

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

益城町惣領新築一戸建
2,598　　万円

（
税
込
）

惣領バス停歩９分　姶３台●
地１５０.６８㎡（４５.５８坪）木造２階建●
建９４.３９㎡（２８.５５坪）Ｒ１年６月築●
４ＬＤＫ　広安小・益城中校区●
外構・全室照明・ペアガラス・カーテン込●

㈱サンタ不動産 緯０９６（３３４）０００７握熊本県知事（２）第４７７４号

オープンハウス
６/１５土１６日１０：００～１７：００ 榎町新築一戸建

2,478　　万円
（
税
込
）

山ノ神バス停歩７分　P２台可●
地１０９.９㎡（３３.２４坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）R１年６月築●
３LDK　東町小・東町中校区●
外構・全室照明・ペアガラス・カーテン込●

オール電化（エコキュート）

※イメージパー※イメージパースス ※イメージパー※イメージパースス

オール電化（エコキュート）


