
㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

春日４丁目売家
1,500　 渥万円
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●

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●
菊池北小２.６㎞・菊池北中２.８㎞●
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１５分（１,２００ｍ）●
中央中学校徒歩１７分（１,３６０ｍ）●

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●
娃阿は建物により異なる●

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）●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区東本町売地
5,200　 握万円
健軍町電停歩４分●
地４１６.６４㎡（１２６.０３坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　住宅・アパートに適●
健軍東小・東町中まで約４００ｍ●

東区新外３丁目売家
2,880　　渥万

円
新外中通りバス停歩３分　姶３台可●
地２３４.９６㎡（７１.０７坪）木造２階建●
建１３５.００㎡（４０.８３坪）Ｈ１３年６月築●
４ＬＤＫ　山ノ内小・錦ヶ丘中校区●
県道戸島熊本線　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●

㈱アイアース不動産熊本県知事（２）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６
［アイアース不動産］で検索

中央区水前寺４丁目売地
1,100　万円
北水前寺バス停歩２分●
地８３.８３㎡（２５.３５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
準防火地域●
古アパート有　解体渡し●

緯０９６（２２７）６４６６渥

熊本県知事（５）第４１０８号

㈲Y・Mエステート

田迎６丁目売マンション
1,490　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

新大江２丁目売マンション
870　万円

新大江２丁目都市バス停歩２分●
挨６２.２６㎡（１８.８３坪）Ⓟ有●
S６０年１０月築　RC４階建３F●
H２８年月不詳リフォーム済●
託麻原小、白川中・帯山中校区●

壺川１丁目貸事務所
月額6　　万円

（
税
込
）

内坪井バス停歩１分　角地●
挨５５.２５㎡（１６.７１坪）姶１台込●
Ｈ２年１２月築　新坂通り沿い●
鉄骨造３階建２Ｆ コスモビル●
葵２,０００円穐２ヶ月　壺川小・京陵中●

緯０９６（３７５）４０４１渥
熊本県知事（４）第４１８７号

㈱イサワ綜合計画

西区横手２丁目売地
2,620　万円
春日寺前バス停歩５分●
地４３２㎡（１３０.６８坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
アパート用地向●
ＪＲ熊本駅歩１０分●

北区津浦町売地
1,300　万円
津浦公民館バス停歩７分●
地３０４㎡（９２坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％●
高台　姶２台可●

西区島崎３丁目売家
1,250　万円
城西小バス停歩５分●
地３２４.００㎡（９８坪）２DK●
建７９.４２㎡（２４坪）Ｓ５８年２月築●
高台にある平屋　P３台可●
Ｈ２８年１１月一部リフォーム済●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６握
　０９０（８７６０）４６３８

北区梶尾町売地
327　万円

寺の下バス停歩５分●
地１９７㎡（５９.５９坪）●
唖山林茜一住●
娃６０％阿２００％●
倉庫、住宅用地、資材置場適●

中央区本山１丁目売事務所付店舗

550　万円
リハビリテーション学院バス停歩２分●
地１９.１４㎡（５.７８坪）●
建３３.３６㎡（１０.０９坪）S４４年５月築●
県道２２号線沿い●
熊本駅まで８５０m●

長洲町長洲売旅館
8,500　万円
長州港バス停歩６分●
地２,３１２.０５㎡（６９９.３９坪）●
建１,７３３.９５㎡（５２４.５１坪）●
介護施設向き　Ｓ６０年２月築●
部屋数３６室　駐車場３２台●

緯０９６（３４２）４７９７渥住センター幸和熊本県知事（２）第４９０１号
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下硯川２丁目新築一戸建
2,180　万円
大窪２丁目バス停歩５分　４LDK　姶２台●
地１５４.５９㎡（４６.７６坪）オール電化●
建９７.２９㎡（２９.４３坪）Ｒ１年５月築●
無人オープンハウス９/２１土２２日２３祝●
お電話でカギの解除方法をお伝えします●

桜木３丁目売家
3,980　万円
花立３丁目バス停歩４分　姶２台可●
地２９４.２９㎡（８９.０２坪）４LDK＋WIC●
建１４８.４２㎡（４４.８９坪）H１３年３月築●
住所・写真はアットホーム掲載中●
オープンハウス９/２１・２２・２３日１０～１５時●

緯０９６（３６４）６６９４握
熊本県知事（１）第５１１４号

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

東子飼町売マンション
1,850　万円
子飼橋バス停歩４分●
挨８４.３２㎡　Ｈ１１年６月築●
哀愛１４,６００円　１５階建１３Ｆ●
東南角部屋！　二面バルコニー！●
１３階部分で眺望良好！●

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）●

池田１丁目売マンション
1,990　万円
岩立小路バス停歩１分●
挨７９.６９㎡　Ｈ１７年１月築●
哀愛１８,４００円　１３階建７Ｆ●
角部屋・三面採光！　眺望良好！●
ペット相談可！　駐車場２台縦列！●

千葉城町売マンション
4,400　万円
磐根橋バス停歩１分●
挨９８.８９㎡　Ｈ２４年８月築●
哀愛１２,９８０円　１１階建９Ｆ●
東南角部屋！　三面採光・二面バルコニー！●
熊本城を望むエグゼクティブフロアのお部屋です！●

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
750　～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３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

北区清水新地６丁目売家
1,898　　万円

（
税
込
）

杉下バス停歩６分　軽量鉄骨造２階建●
地２６５.００㎡（８０.１６坪）姶２台可●
建１２０.００㎡（３６.３０坪）Ｓ５１年９月築●
４ＬＤＫ＋納戸　麻生田小・清水中校区●
Ｈ３１年１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９/２２日２３㈪１１：００～１７：００ 合志市須屋売アパート
2,980　万円
三ツ石駅歩７分　２ＤＫ×８戸●
地４９６.００㎡（１５０.０４坪）木造２階建●
建３４６.５６㎡（１０４.８３坪）Ｈ１年４月築●
西合志南小・西合志南中校区●
満室想定利回り１１.２８％可●

菊陽町武蔵ヶ丘北３丁目売家
1,980　万円
尚絅大学前バス停歩４分　姶２台●
地１９１.５９㎡（５７.９５坪）木造２階建●
建１１４.４４㎡（３４.６１坪）Ｈ２年３月築●
Ｒ１年７月全面悪済　武蔵ヶ丘北小約６００ｍ●
４ＬＤＫ＋納戸　周辺商業施設・飲食店充実●

御船町高木売事務所兼住居

3,500　万円
御船インターバス停歩５分●
地５８３.３４㎡（１７６.４６坪）木造２階建●
建１０３.９２㎡（３１.４３坪）Ｈ２９年４月築●
５ＤＫ＋事務所　姶１０台以上可●
４ｔ・７ｔ車可能の強固な駐車場●

緯０９６（３７５）７１３１渥㈱たたら不動産熊本県知事（２）第４９５３号

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

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

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）２LDK●
木造２階建　H２１年９月築●
オール電化　住友林業の家●

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●

南高江１丁目売家
1,500　万円
南高江バス停歩５分●
地２１５.４２㎡（６５.１６坪）●
建９７.０２㎡（２９.３４坪）●
軽量鉄骨造２階建　５ＤＫ●
Ｓ５３年１０月築　東南角地●

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●

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渥

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　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５年　眺望良　熊大附属小２５ｍ

下硯川２丁目売家
1,680　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

上通町売マンション

1,380　万円
通町筋バス停歩５分　１Ｋ●
挨４８.３１㎡（１４.６１坪）Ｓ５２年１１月築●
哀愛１６,０４７円　ＲＣ６階建２Ｆ●
エレベーター付　城東小・藤園中校区●
水道町電停歩５分

池田１丁目売地
1,180　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

池田３丁目売地
1,480　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

貢町売地
980　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

四方寄町売地
4,180　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

清水万石２丁目売地
1,380　万円
茶屋原バス停歩４分●
地２１９.３５㎡（６６.３５坪）平坦地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体相談　日当良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区
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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

植木町亀甲売地
1,050　万円
中原バス停歩１分●
地１,３９８.１９㎡（４２２.９５坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
吉松小・植木北中校区　建築条件無●

広々敷地　日当良好　国道３号線沿

鶴羽田４丁目売家
2,080　万円
松の本バス停歩３分●
地２０９.３４㎡（６３.３２坪）木造２階建●
建１１１㎡（３３.５７坪）Ｈ１２年１０月築●
４ＬＤＫ　姶２台　閑静な住宅街●
北部東小・北部中校区

西梶尾町売家
1,580　万円
北部総合出張所前バス停歩１２分●
地１８３.５４㎡（５５.５２坪）木造２階建●
建９４㎡（２８.４３坪）Ｈ１２年１０月築●
４ＬＤＫ　姶３台　ユニバーサルホーム施工●
川上小歩１０分（８００m）　オール電化

打越町売地
780　万円

津の浦公民館前バス停歩２分●
地１７９.１７㎡（５４.１９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　解体更地渡し●

高平台小・京陵中校区　建築条件無

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。

南区白藤４丁目貸アパート
月額6.3　万円
白藤団地入口バス停歩１分●
挨６７.０７㎡（２０.２８坪）　２階建 ●
Ｈ１５年３月築　メゾネットタイプ●
葵０円　穐１ヶ月　姶２台分込●
敷引、３ＤＫ　礼金１ヶ月●

緯０９６（３５８）２９５３握
西原　視 緯０９６６（２２）２３１１渥
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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３７.７７㎡（１１.４２坪）Ｈ１６年１月築●
ＲＣ７階建５Ｆ　保証金１８万円●
要家財保険加入　姶有　無料ＷＩＦＩ●
１ＬＤＫ　エレベーター　オートロック●

売買
南区城南町隈庄売家

1,650　万円
舞原入口バス停歩３分●
地２１６.１㎡（６５.３７坪）●
建１０４.８４㎡（３１.７１坪）●
H８年２月築　４LDK　姶３台可●
R元年７月内外装リフォーム済●

緯０９６（３６９）６８５０握
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㈱明京

賃貸


