
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

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●
満室時利回り１１.１％可●

合志市豊岡売アパート
5,800　万円
合志小前バス停歩３分●
地１,１０５.３９㎡（３３４.３８坪）●
建Ａ３５７.７２㎡Ｂ２７０.０８㎡　Ｈ２年７月築●
別棟貸家付：建１１７.６１㎡　Ｓ５４年１１月築●
満室時利回り１２.８６％可●

東町４丁目売マンション
1,480　万円
健軍町電停歩４分●
挨９７.３６㎡（２９.４５坪）４ＬＤＫ●
Ｈ１年３月築　要リフォーム●
哀愛１３,５００円　姶有　ＲＣ５階建３Ｆ●
チェリーハイツ健軍　健軍東小・東町中●

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●

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●

東区江津２丁目売地
5,033　万円
江津郵便局前バス停歩３分●
地８３２㎡（２５１.６８坪）●
唖雑種地茜二中娃６０％阿２００％●
現況渡し　駐車場として賃貸中●
引渡し時期相談、県営江津湖団地横●

東区小山４丁目売地
6,558　万円
戸島農協前バス停歩４分●
地１,０８４㎡（３２７.９１坪）●
唖雑種地茜調整●
更地、現況渡し、県道熊本空港線沿●
一部開発許可（ドライブイン）済●

緯０９６（３８２）０５１４渥
熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設

龍田陳内３丁目売家
3,980　万円
龍田陳内バス停歩３分　床暖房付●
地２８４.７７㎡（８６.１４坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１０８.９６㎡（３２.９６坪）Ｈ２８年７月築●
軽量鉄骨造平家建　姶並列４台可●
大和ハウス工業「ジーヴォ」●

城南町宮地売家
2,650　万円
宮の下バス停歩５分　４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
地２３４.６８㎡（７０.９９坪）木造２階建●
建１１１.００㎡（３３.５７坪）Ｈ２７年８月築●
築４年のＡｓ.Ｒｉｓｉｎｇの家！　採光・収納力◎●
姶３台カーポート付　隈庄小・城南中校区●

戸坂町売アパート
2,580　万円
谷尾崎入口バス停歩５分　２ＬＤＫ×４室●
地５２８.２６㎡（１５９.８０坪）木造２階建●
建１８８.８０㎡（５７.１１坪）Ｈ１２年４月築●
エス・バイ・エル施工　池上小・三和中●
満室時想定利回り１０.９３％可●

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
７/２１日１１：００～１６：００

オープンハウス
７/２０土１１：００～１６：００

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

荒尾市荒尾売地
550　万円

水道局北バス停歩２分●
地５２１㎡（１５７.６０坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
西５ｍ公道　南２ｍ里道●
日当良好　中央小・第三中校区●

緯０９６（２７６）０３０８渥

熊本県知事（７）第３５７９号

㈲光和不動産開発

田迎６丁目売マンション
1,550　万円
長溝団地入口バス停歩１分●
挨９９.０５㎡　広 ３々ＬＤＫ●
Ｈ１年１０月築　８階建７Ｆ●
哀愛１７,０００円　東南角部屋●
フラワーマンション田迎　眺望良●

緯０９６（３５２）５４００渥

熊本県知事（６）第３６１８号

シー・ライフ ㈲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
田崎橋バス停歩５分●
地２１９.００㎡（６６.２４坪）●
唖畑茜二住娃６０％阿２００％●
白坪小・花陵中校区●
更地　現状駐車場●

西区池亀町売地
714　　渥万円
池亀バス停歩５分●
地１５７.４１㎡（４７.６１坪）●
唖宅地茜一低娃４０％●
阿８０％　持分私道あり●
崇城大学前駅歩１２分●

北区津浦町売地
1,300　　握万円
熊本電鉄池田駅歩７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●

㈱アイアース不動産熊本県知事（１）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６
［アイアース不動産］で検索

西区花園７丁目売地
650　　渥万円
宮尾バス停歩６分●
地４４２.７８㎡（１３３.９４坪）建物有●
唖宅地・山林茜一低娃４０％阿８０％●
花園小・井芹中校区●
西廻りバイパスへのアクセス良好●

中央区水前寺５丁目売マンション
630　　渥万円
北水前寺バス停歩１分●
挨４７.０５㎡（１４.２３坪）２ＤＫ●
Ｓ５４年１２月築　ペット可●
哀愛１３,０４０円　ＲＣ７階建５Ｆ●
託麻原小・帯山中校区●

南区城南町舞原売家
1,498　　渥万円
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●

東区東本町売地
2,556　　握万円
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●

西区上熊本１丁目新築一戸建
2,698　　渥万円
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●

松栄住宅“テクノストラクチャー”の家 ス
カ
イ
ア
ー
ク
ス
水
前
寺
公
園

デザイナーズリフォーム
家具・エアコン付

CRAS熊本店 ［CRAS　熊本店］で検索　緯０９６（２８４）５０３３渥熊本県知事（６）第３８０７号

砂原町売家
2,598　万円
八分字バス停歩５分●
地２１２.３５㎡（６４.２３坪）姶３台●
建１２８.７１㎡（３８.９３坪）Ｈ２６年５月築●
広 ５々ＬＤＫ　飽田東保育園約４００m●
飽田東小・飽田中校区●

飛田２丁目売家
2,398　万円
ＪＲ西里駅歩２７分　姶３台●
地２０８.７２㎡（６３.１３坪）木造２階建●
建１１１.７９㎡（３３.８１坪）Ｈ１５年４月築●
４ＬＤＫ　シャッター雨戸　ワイドバルコニー●
Ｈ３１年４月全面悪済　オール電化●

大津町新売家
2,398　万円
古宮バス停歩２分　３ＬＤＫ（４ＬＤＫ可）●
地２００.２７㎡（６０.５８坪）姶３台●
建１１５.００㎡（３４.７８坪）Ｈ１７年１１月築●
カーポート付　大津小・大津中校区●
Ｒ１年６月内装リフォーム済●

水前寺公園売マンション
2,398　万円
水前寺公園電停歩１分●
挨６８.２６㎡（２０.６５坪）Ｈ２１年１月築●
哀愛１２,６００円　ＲＣ１５階建８Ｆ●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　R1年７月リ完予●
ペット相談　照明器具・床暖房付●

Ｒ１年７月内装リフォーム完予

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。

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！！

人吉市五日町貸マンション
月額8.6　万円
九日町バス停歩１分　姶１台込●
挨５９.９８㎡（１８.１４坪）H１９年１２月築●
RC１０階建４F　保証金２５.８万円●
家財保険加入　球磨川を望む●
エレベーター　オートロック付２LDK●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

菊池市稗方売家
1,650　　渥万円
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　　渥万円
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）●

八分字町中道売地
1,120　　渥万円
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●

南区八分字町池ノ端売地
2,095　　渥万

円
八分字バス停歩９分●
地４０４.３４㎡（１２２.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校徒歩１０分（８００ｍ）●
飽田中学校徒歩８分（６４０ｍ）●

御幸木部３丁目売地
1,060　　握万円
御幸木部町バス停歩４分●
地５７６.８㎡（１７４.４８坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発　一般住宅建築可●
御幸小、託麻中校区　家庭菜園可●

事業用
北区八景水谷４丁目売マンション
790　万円

城北小学校前バス停歩２分●
挨６７.２㎡（２０.３３坪）１０階建８F●
H２年１１月築　哀愛１０,７３０円●
賃貸中　現月収６５,０００円●
現利回り９.８７％●

緯０９６４（２７）４３１１渥

熊本県知事（３）第４４２４号
有限会社アジアンアセット・インベストメント

売買
山鹿市久原売家

1,678　万円
桶尾バス停歩８分●
地３０２.５㎡、温泉供給権付●
建１１０.２６㎡、Ｈ１２年３月築●
３ＬＤＫ、温泉付オール電化住宅●
積水ハイム施工の注文住宅●

緯０９２（９５３）６３６３渥

福岡県知事（９）８９７９号

天神山ホーム

南区南高江６丁目売家
2,498　　万円

（
税
込
）

熊農前バス停歩６分　姶３台可●
地３３８.０６㎡（１０２.２６坪）木造平家建●
建１３３.７３㎡（４０.４５坪）Ｓ４９年１月築●
５ＬＤＫ　周辺施設充実　城南小・中●
Ｒ１年５月全面リフォーム済●

㈱リアルト・ハーツ熊本支店国土交通大臣（３）第７２３１号
熊本市東区秋津新町２番２２号 [リセットハウス]で検索

緯０９６（２８５）８４２１握

オープンハウス７/２０土２１日１２：００～１７：００

国道３号線まで約２７０m


