
松橋町曲野新築一戸建
2,448　　万円

（
税
込
）

中曲野バス停歩３分　姶３台●
地２１６.８３㎡（６５.５９坪）木造２階建●
建１０７.６５㎡（３２.５６坪）Ｒ１年６月築●
５ＬＤＫ　当尾小・松橋中校区●
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）

緯０９６（３３４）０００７握㈱サンタ不動産熊本県知事（２）第４７７４号

オープンハウス
９/１４土～１６㈪１０：００～１７：００

※イメージパー※イメージパースス

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

（求ム）売物件！（求ム）売物件（求ム）売物件！！

●売家　●売マンション
●売地　●アパート

ご相談・査定無料です
秘密厳守します

龍田２丁目売家
2,380　万円
竜田口駅歩２３分●
地２５３.９７㎡（７６.８２坪）●
建１１５.９６㎡（３５.０７坪）●
木造２階建　H２１年９月築●
オール電化　２LDK●

御幸笛田２丁目売家
1,900　万円
平成駅歩３０分●
地９５.６９㎡（２８.９５坪）木造２階建●
建７４.５２㎡（２２.５４坪）H２３年１２月築●
２LDK　ロフト付　北西角地●
姶２台　御幸小・託麻中校区●

八景水谷３丁目売マンション
1,498　万円
電鉄堀川駅・バス停歩３分　３LDK●
挨７１.２０㎡（２１.５３坪）S６３年９月築●
哀愛１１,５８０円　姶有　RC５階建１F●
家具・照明・エアコン１台付　角部屋●
２面バルコニー　R１年８月リフォーム済●

坪井６丁目売マンション
1,398　万円
電鉄坪井川公園駅歩２分　３LDK●
挨６０.４８㎡（１８.２９坪）H１年２月築●
哀愛９,７００円　SRC９階建３F●
姶近隣有　R１年５月リフォーム済●
３号線近隣でアクセス良好●

良町２丁目新築一戸建
2,399　万円
下乙バス停歩５分●
地１４２.３５㎡（４３.０６坪）木造２階建●
建９８.８２㎡（２９.８９坪）R１年６月築●
大家族向けの５LDK！●
前面道路（幅員約４m）公道！●

御幸笛田８丁目新築一戸建
2,549　万円
御幸小学校前バス停歩１分●
地１２３.６６㎡（３７.４０坪）木造２階建●
建９７.６０㎡（２９.５２坪）R１年９月完予●
駐車場並列３台可！小学校まで８０m●
南面道路（幅員約５.２m）公道！●

近見４丁目新築一戸建
2,599　万円
平田二丁目バス停歩８分●
地１５０.２６㎡（４５.４５坪）木造２階建●
建１０７.７２㎡（３２.５８坪）R１年６月築●
周辺商業施設充実！●

出水７丁目新築一戸建
2,890　万円
長溝団地入口バス停歩４分●
地１３０.３０㎡（３９.４１坪）木造２階建●
建９７.９１㎡（２９.６１坪）R１年９月完予●
前面道路（幅員約４.９m）公道！●
駐車場２台可！　耐震等級３（最高等級）●

大江４丁目売マンション
1,930　万円
交通局前バス停歩６分●
挨８８.５３㎡　H１０年３月築●
哀愛３７,３５０円　９階建２F●
イオン熊本中央まで歩２分（１６０m）●
周辺環境充実！　リフォーム後の引渡し！●

練兵町売マンション
1,980　万円
日銀前バス停歩３分●
挨６５.０３㎡　H１０年７月築●
哀愛１２,２００円　１４階建６F●
ペット相談可！　駐車場１台有！●
サクラマチクマモト歩３分（２４０m）●

イエステーション熊本中央南店　㈱すがコーポレーション 錆０１２０（４９５）３３３渥国土交通大臣（１）第００９０３３号

菊池市野間口売地
645　　渥万

円
野間口バス停歩３分●
地３１２㎡（９４.３７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
菊之池小・菊池南中校区　建築条件なし●
セブンイレブン・ローソンまで５００ｍ●

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産

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　建築条件なし●
広々敷地　平屋建築適●

熊本県知事（１）第５０６２号 ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号 緯０９６（３６４）５０１０渥
http://www.best-green.jp

御幸笛田３丁目売地
1,300　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●

八反田１丁目売地
1,500　万円
鉄工団地バス停歩５分●
地２１５.００㎡（６５.０３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
託麻西小、西原小・●
西原中校区　建物有

益城町惣領売家
1,200　万円
広安小学校・保健福祉センター前バス停歩４分●
地２３１.００㎡（６９.８７坪）●
建８４.８３㎡（２５.６６坪）●
木造平家建　Ｓ４９年１２月築●
広安小・益城中校区●

九品寺６丁目売家
1,300　万円
九品寺６丁目バス停歩３分●
地２７７.６８㎡（８３.９９坪）木造平家建●
建９０.２５㎡（２７.３０坪）築年月不詳●
スーパー・コンビニ・公園近隣●
白山小・白川中校区●

東子飼町売マンション
1,950　万円
子飼本町バス停歩３分　逢１１.４６㎡●
挨６９.０３㎡（２０.８８坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１１年６月築　ペット可（制限有）●
哀愛姶１９,３００円　ＳＲＣ１５階建８Ｆ●
碩台小、竜南中・白川中校区●

東区健軍４丁目分譲宅地
2,909　～3,212　万

円
万
円

健軍校前電停歩５分●
地２９１.５㎡（８８.１７坪）～２９５.０１㎡（８９.２４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
全２区画　建築条件なし　市電で通勤！●
健軍小・湖東中校区●

東区広木町分譲宅地
2,373　～2,528　万

円
万
円

健軍校前電停歩１３分●
地２８０.１９㎡（８４.７５坪）～２９８.４９㎡（９０.２９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
全２区画　建築条件なし　静かな江津湖ライフ！●
泉ヶ丘小・湖東中校区●

東区画図町重富売地
7,221　万円
浜線健康パーク入口バス停歩２分●
地８２３.３１㎡（２４９.０５坪）●
唖宅地茜調整（集落内開発）娃４０％阿８０％●
浜線バイパス沿い　東南角地●
病院等に適●

システム都市開発 緯０９６（２８８）６７３８渥熊本県知事（２）第５０２１号

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

嘉島町上島売家
1,892　万円
イオンモール熊本・下上島バス停歩１０分●
地３１０.７５㎡（９４坪）●
建１０４.２９㎡（３１.５４坪）●
木造平家建　Ｓ４８年月不詳築●
木造車庫（建３５.３㎡/１０.６７坪）付●

緯０９６（２３７）２８４６渥

熊本県知事（６）第３５９７号

石坂不動産

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９/１４土１５日

緯０９６（３６８）５４５０握熊本県知事（１２）第１４２０号

株式会社　山口ハウジング

５７号線沿　広々敷地・間取り

北区植木町鞍掛売地
2,920　万円
滴水バス停歩５分●
地１,９１１㎡（５７８.０７坪）●
唖雑種地茜調整娃４０％阿８０％●
国道２０８号線沿い●
田原小・鹿南中校区●

北区植木町富応売地
1億8,500　万円
田原校下バス停歩４分●
地２０,７３５.３３㎡（６,２７２.４３坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
運送会社に適。居宅１棟、倉庫２棟付●
倉庫１棟は月４５万円で貸出し中●

緯０９６（２２７）８８９９渥
熊本県知事（３）第４６７０号

松本不動産株式会社

山ノ内２丁目売地
1,435　万円
新外バス停歩１０分●
地１６０.８０㎡（４８.６４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
東側４ｍ私道●
山ノ内小・錦ヶ丘中校区●

山ノ内２丁目売地
1,867　万円
新外バス停歩１０分●
地２２４.４㎡（６７.８８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
南東４ｍ私道●
山ノ内小・錦ヶ丘中校区●

緯０９６（３６８）２４０４渥
熊本県知事（１０）第２１３０号

森永不動産

南区城南町永分譲宅地
603.76　～681.60　万

円
万
円

千原台バス停歩２０分●
地２４９.５０㎡（７５.４７坪）●
～２８１.６８㎡（８５.２０(坪)）
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
販売３区画　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）木造平屋建●
建９５.６０㎡（２８.９６坪）H３１年３月築●
３LDK＋WIC・ロフト　和モダンの家●
三菱エコキュート（ホットあわー付）●

ウ
キ
ウ
キ
ロ
ー
ド

ラック株式会社 緯０９６（３７７）２７７０握
※当日もつながります熊本県知事（３）第４４９５号

モデルハウス・分譲地販売会９/１４土１５日１６㈷１０～１７時 御船町辺田見新築一戸建
2,280　万円
中辺田見バス停歩８分●
地２１９.６２㎡（６６.４３坪）●
建９９.３６㎡（３０.０５坪）●
H３１年１月築　３LDK＋食品庫●
陽当良広々LDK・食品庫付●

御船町辺田見新築一戸建
1,780　万円
中辺田見バス停歩８分●
地１７０.２３㎡（５１.４９坪）●
建６２.１０㎡（１８.７８坪）●
H３１年１月築　平屋建　２LDK●
ドラッグモリ６０m、買物便利●

御船町辺田見分譲宅地
680　～800　万

円
万
円

下辺田見バス停歩３分●
地２０８.４９㎡～２５２.２９㎡●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
販売４区画　建築条件無●
御船簡易裁判所南側●

北区清水新地５丁目売地
1,270　万円
新地バス停歩４分　南道路●
地２００.０１㎡（６０.５０坪）建条付●
唖雑種地茜準住娃６０％阿２００％●
新地交番まで約４０ｍ●
サンリブしみずまで４５０m●

北区清水新地５丁目売地
1,080　万円
新地バス停歩５分　陽当良好●
地１７７.００㎡（５３.５４坪）建条付●
唖雑種地茜一中娃６０％阿１５０％●
東南角地　熊本信金１４０m●
熊本電鉄新須屋駅歩９分●

UEDA HOME　㈲ウエダホーム熊本県知事（２）第４７９０号
上益城郡御船町滝川１６５１‐１

錆０１２０（８０６）７８８握
［ウエダホーム］で検索

緯０９６（３７０）３８８３
熊本県知事（４）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

長嶺南４丁目売家
2,850　万円
長嶺団地バス停歩４分●
地１７９.８１㎡（５４.３９坪）木造２階建●
建１０８.８９㎡（３２.９４坪）Ｈ２３年１０月築●
姶３台可！　カーポート付！　整形地！●
スーパー・コンビニ等周辺環境充実！●

オープンハウス
９/１６月午後１時～午後５時

錆０１２０（０９４）８８８渥㈱すがコーポレーション　熊本東店国土交通大臣（１）第００９０３３号

帯山３丁目売家
8,800　万円
東京塚バス停歩４分●
地５６１.２３㎡（１６９.７７坪）RC造３階建●
建３１５.０２㎡（９５.２９坪）Ｈ１７年３月築●
広 リ々ビングのＲＣ造のお家！●
敷地１６９坪に８４坪の広いお庭！●

大津町美咲野３丁目売家
2,470　万円
美咲野団地バス停歩２分●
地２２３.８３㎡（６７.７０坪）木造２階建●
建１２０.００㎡（３６.３坪）Ｈ１３年２月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　南向きの庭有●
美咲野小学校歩１０分（８００ｍ）●

緯０９６（３４５）８０３１渥熊本県知事（３）第４６９０号

(同)ウイング企画 [ウイング企画　熊本］で検索

ペアガラス
趣のある家
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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。

売買
菊池市泗水町吉富売地

391　　万円
菊池養生園前バス停歩１０分●
地１,２９４㎡（３９１.４３坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
現況渡し、　東側４ｍ公道●
農地法許可必要●

緯０９６（３８２）０５１４渥

熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設

東区山ノ内３丁目売地
1,700　万円
都市バス「山の神」バス停歩２分●
地２０４.２８㎡（６１.７９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
山ノ内小・中央公園、約３００ｍ●
東南角地、建物解体相談可●

緯０９６（３２５）１５１１渥

熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

一の宮町宮地売家
1,480　万円
栄通りバス停歩４分　６LDK　姶４台可●
地２３２.５６㎡（７０.３４坪）木造２階建●
建１５３.０９㎡（４６.３０坪）Ｈ４年２月築●
無人オープンハウス９/１４㈯１５㈰１６㈷●
お電話でカギの解除方法をお伝えします●

緯０９６（３６４）６６９４握

熊本県知事（１）第５１１４号

㈱コスモピア

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！！

人吉市下林町貸マンション
月額5.8　万円
下林バス停歩１分●
挨４６.７４㎡（１４.１３坪）２ＤＫ●
Ｈ１０年１０月築　ＲＣ５階建２Ｆ●
保証金１７.４万円　姶１台付●
オートロック・エレベーター付●


