
西区城山大塘売家
1,200　　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●

緯０９６（３２２）３３３３渥
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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●

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●
６/２２土２３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●

合志市幾久富売家
4,300　　握万

円
杉並一丁目バス停歩２分●
地２５８.９０㎡（７８.３１坪）木造２階建●
建１４１.８０㎡（４２.８９坪）Ｈ２０年１０月築●
Ⓟ４台　南ヶ丘小・合志中校区●
５ＬＤＫ　おしゃれなエクステリア●

西区上熊本１丁目売マンション

3,200　　渥万
円

JR上熊本駅歩５分　４LDK●
挨９８.０３㎡（２９.６５坪）H２０年８月築●
哀愛３２,２００円　RC１５階建７F　姶１台付●
オール電化　角部屋　大和ハウス施工●
池田小・城東小、京陵中・藤園中校区●

東区湖東２丁目売地
2,850　　握万

円
健軍校前電停徒歩７分●
地２６９.３１㎡（８１.４６坪）●
唖宅地茜一低娃３０％阿８０％●
健軍小・湖東中校区●
東側６m公道　たけみやバス停歩２分●

熊本県知事（７）第３３６１号
熊本市中央区京町２‐１４‐１６
中央区水前寺公園２５‐２　中央区上林町３‐３４

※ホームページにてドローンによる空撮を
ご覧頂けます

水前寺事務所緯096（284）1223
京町事務所緯096（359）2426

上通り並木坂事務所緯096（355）1300
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中央区水前寺３丁目売家
3,680　　渥万

円
北水前寺バス停歩１分　姶２台●
地１５８.６７㎡（４８.００坪）木造２階建●
建１２３.５７㎡（３７.３８坪）Ｓ５１年５月築●
３ＬＤＫ＋納戸　H２５年１２月大幅リ済●
託麻原小・帯山中校区　ＪＲ水前寺駅歩７分●

洋　室 北区梶尾町売家
2,000　　渥万

円
南陽台バス停歩１分　北側公園●
地４９６.８０㎡（１５０.２８坪）木造２階建●
建２４３.２２㎡（７３.５７坪）Ｈ３年６月築●
８ＬＤＫ＋納戸 温泉付　南東角地●
南６.６m公道・東４.５m公道●

テクノストラクチャーの家
南西角地
（６m×６m）

キッチン

リビング

中央区帯山４丁目売貸家
6,950　　握万

円
保田窪本町バス停歩５分●
地２９７.３８㎡（８９.９５坪）木造２階建●
建８３.１４㎡（２５.１５坪）×２　各３ＬＤＫ●
Ｈ３０年１１月築　姶各３台　販売２棟●
月額１３.５万円×２で賃貸中●

H３０年９月大規模リフォーム済

北区徳王１丁目売マンション
1,280　万円
清水台団地入口バス停歩１分　●
挨６７.０５㎡（２０.２８坪）３ＬＤＫ●
Ｈ４年３月築　Ｒ１年６月悪完予●
哀愛２０,２３０円　姶５,０００円　１０階建８Ｆ●
西里･高平台小、京陵･北部中校区●

北区徳王１丁目売マンション
1,480　万円
清水台団地入口バス停歩１分●
挨７１.６７㎡（２１.６８坪）Ｈ４年３月築●
Ｒ１年６月悪完予　ロイヤルシャトー徳王●
哀愛２１,６３０円　姶５,０００円　１０階建８Ｆ●
西里･高平台小、京陵･北部中校区●

天草市北浜町売アパート
2,380　万円
産交車庫前バス停歩６分　●
地３３６.４５㎡（１０１.７７坪）姶６台●
建２９１.４８㎡（８８.１７坪）Ｈ６年３月築●
鉄骨造２階建　３ＤＫ×４戸･１ＤＫ×２戸●
角地　利廻り１１.７４％可　全戸南向き●

西区城山半田２丁目売地
3,603　万円
城山小学校前バス停歩８分●
地７９４㎡（２４０.１８坪）●
唖雑種地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域　南西１０ｍ公道●
店舗･アパート用地適　城山小･三和中●

㈱エステートジャパン 緯０９６（３８４）５４００渥熊本県知事（１１）第１９８０号
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中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

上天草市大矢野町中売別荘
1,200　万円
三杷浦バス停歩１５分●
地６２９.００㎡（１９０.２７坪）●
建９８.６９㎡（２９.８坪）Ｈ４年９月築●
Ｈ８年６月リフォーム済　２ＤＫ＋離れ洋間１２帖●
サンビーチやなぎ分譲地内　駐車場有●

上天草市大矢野町登立売別荘
2,100　万円
治郎田バス停歩２分●
地２９７.４７㎡（８９.９８坪）●
建１０９.４６㎡（３３.１１坪）Ｈ８年６月築●
セキスイハイムの家　２階建　３ＬＤＫ●
シーライフ大矢野内　庭先は海●

緯０９６（３７８）３６６３渥
熊本県知事（１３）第１０５２号

出光ホーム
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南区城南町永売地
603.76　万円
千原台バス停歩２０分●
地２４９.５０㎡（７５.４７坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
全４区画　永公民館近隣●
建築条件付●

南区城南町永新築一戸建
2,670　　万円

（
税
込
）

千原台バス停歩２０分●
地２４７.０９㎡（７４.７４坪）●
建９５.６０㎡（２８.９６坪）●
Ｈ３１年３月築　モデル住宅●
３ＬＤＫ　ロフト付●

緯０９６（３７７）２７７０握ラック株式会社熊本県知事（３）第４４９５号
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㈲ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６
担当：松田 　 ０８０（１７３１）９０２８

西区田崎本町売地
1,320　　渥万

円
ＪＲ熊本駅歩１２分●
地２１９㎡（６６.２４坪）更地●
唖畑（現状宅地）●
茜二住娃６０％阿２００％●
白坪小・花陵中校区●

嘉島町上六嘉売地
440　　握万

円
西村入口バス停歩１０分●
地１８１㎡（５４.７５坪）建築可●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地域　嘉島東小・嘉島中●
イオンモール熊本まで車５分（３ｋｍ）●

北区津浦町売地
1,300　　握万

円
津ノ浦公民館前バス停歩１０分●
地２８８.１２㎡（８７.３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
高平台小・池田小　選択可●
公衆用道路３２㎡持分２分の１●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９渥熊本県知事（５）第３８７４号

菊池市稗方売家
1,650　　万円
一寸榎バス停歩２分●
地１,２４９.８８㎡（３７８.０８坪）●
建１１３.４５㎡（３４.３２坪）Ｈ１８年１０月築●
隈府小３.６ｋｍ　菊池南中３.６ｋｍ●
４ＬＤＫ　木造２階建　Ｈ２５年８月リフォーム済●

美里町馬場売地
100　　万円
馬場橋バス停歩１分●
地１２１.０７㎡（３６.６２坪）●
唖宅地茜無指定●
中央小学校徒歩８分（６４０ｍ）●
中央中学校徒歩２３分（１,８４０ｍ）●

南区八分字町須崎売地
1,300　　万円
十三バス停歩１分●
地２３６.５２㎡（７１.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小学校徒歩１分（８０ｍ）●
飽田中学校徒歩１０分（８００ｍ）●

八分字町中道売地
1,120　　万円
土河原バス停歩２分●
地２０１.７２㎡（６１.０２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小・飽田中校区●
アクアドーム２００ｍ●

春日４丁目売家
1,500　　万円
熊本駅歩１５分●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）●
建３４６.３５㎡（１０４.７７坪）●
茜一住（風致地区の為）●
Ｓ４１年１２月築　旅館に適●

山鹿市山鹿分譲宅地
542.77　～684.25　万

円
万
円

山鹿下町バス停歩１分●
地１６７.４３㎡（５０.６４坪）●
～２０４.８６㎡（６１.９７坪）
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
山鹿大橋まで約３５０ｍ　販売３区画●

緯０９６（３７８）８５７６渥
熊本県知事（１１）第２１０１号

㈱データサービス

建築条件無し（宅地造成済） 稗田町売家
3,980　万円
住生院前バス停歩４分　日当良好●
地５１４.７４㎡（１５５.７０坪）６ＬＤＫ＋納戸●
建１９８.７７㎡（６０.１２坪）Ｈ７年３月築●
軽量鉄骨造２階建　ＬＤＫ２５.９帖●
大和ハウス工業　H２９年１２月外壁塗装済●

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（２）第４９８２号

菊池市深川売地
1,500　万円
深川バス停歩２分●
地５４８.１２㎡（１６５.８１坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
東南角地　建物有●
菊之池小９６０ｍ・菊池南中１,５６０ｍ●

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●

益城町安永売地
1,100　万円
上安永バス停歩４分●
地３２７.３４㎡（９９.０２坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
東側４ｍ道路●
広安小・益城中校区●

益城町安永売地
1,120　万円
安永バス停歩６分●
地２６５.７１㎡（８０.３７坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南側４ｍ公道　安永第一団地●
整形地　広安小・益城中校区●
緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号

小川町西北小川分譲宅地
346　～365　万

円
万
円

宇城市小川町支所前バス停歩９分●
地２１５.９９㎡（６５.３３坪）～２３２.３７㎡（７０.２９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
イオンモール宇城まで車３分（約１.３㎞）●
販売９区画　グリーンガーデン小川●

東区江津２丁目売地
5,037　万円
江津郵便局前バス停歩３分●
地８３２.６０㎡（２５１.８６坪）●
唖田茜二中娃６０％阿２００％●
現況渡し　駐車場として賃貸中●
農地法届出必要　県営江津湖団地横●

緯０９６（３８２）０５１４渥

熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設

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
熊本県知事（２）第４８２２号

㈱アリストアンドマネジメント

北区武蔵ヶ丘２丁目新築一戸建
2,899　～3,090　万

円
万
円

ＪＲ武蔵塚駅歩９分　販売２棟●
地１２０.０５㎡～１２２.５５㎡　木造２階建●
建９５.０１㎡～９６.８８㎡　R1年６月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　武蔵小・武蔵中校区●
姶２台　耐震等級３　フラット３５Ｓ●

緯０９６（３７５）７１３１渥
熊本県知事（２）第４９５３号

㈱たたら不動産

オープンハウス
６/２２土２３日１１：００～１６：００

北区武蔵ヶ丘２丁目１５‐１２付近ナビ
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！！

人吉市西間下町貸マンション
月額6　万円

人吉市役所西間別館バス停歩２分●
挨４５.６０㎡（１３.７９坪）１LDK●
H９年６月築　RC５階建２F●
保証金１８万円　エレベーター付●
Ｐ有　家財保険加入要●

売買
菊池郡泗水町売地
600　万円

熊本電鉄バス「高江」バス停歩４０分●
地４,０４８.００㎡（１,２２４.６２坪）●
唖畑茜無指定、現状９年樹有●
ぶどう園（巨峰・ピオーネ・ベリーＡ）●
即収穫可、小屋・道具・機械付●

緯０９６（３６２）３６６８握
木庭　哲康


