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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●

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●

大江５丁目売マンション
2,580　万円
交通局前電停歩５分　２ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
挨６１.５７㎡（１８.６２坪）Ｈ１８年３月築●
哀愛姶２２,３８０円　ＲＣ２５階建１２Ｆ●
照明器具付　白川小・白川中校区●
D'グラフォート熊本タワー●

八代市中片町売家
2,590　万円
西片町バス停歩５分　姶３台可●
地２３４.６４㎡（７０.９７坪）木造２階建●
建１２７.５６㎡（３８.５８坪）Ｈ２５年２月築●
４LDK　カーポート・太陽光発電設置●
桧屋住宅・シアーズホーム施工の家●

玉東町木葉売店舗
1,380　万円
木葉四つ角バス停歩１分●
地３６６㎡（１１０.７１坪）木造平屋建●
建７８㎡（２３.５９坪）Ｈ１１年９月築●
姶５台可　県道２０８号線沿●
肥後銀行隣接、現在営業中●

緯０９６（３３４）０００７渥
熊本県知事（２）第４７７４号

㈱サンタ不動産 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

植木町広住売家
1,698　万円
植木三丁目バス停歩５分●
地３４６.５６㎡（１０４.８３坪）木造２階建●
建１１２.７１㎡（３４.０９坪）Ｓ４７年８月築●
Ｒ１年６月内外装リフォーム済！●
駐車４台可！！植木小歩６分（約４５０m）!!●

秋津町秋田売家
2,950　万円
秋津レークタウン秋津団地バス停歩３分●
地２９８.９７㎡（９０.４４坪）木造２階建●
建１９０.７２㎡（５７.６９坪）Ｈ１年５月築●
南北２面道路に面した広 ９々０坪！！●
秋津レークタウン内のお家です！！●

栄町売店舗付住宅

6,800　万円
健軍本通りバス停歩１分●
地２１８.１８㎡（６５.９９坪）ＲＣ５階建●
建３４４.６５㎡（１０４.２５坪）Ｈ６年１月築●
即使用可能！　駐車１０台可！●
健軍商店街まで歩１分（約２０ｍ）！！●

花立３丁目売地
7,960　万円
花立三丁目バス停歩１分●
地５５９.６２㎡（１６９.２８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
ロードサイドのため店舗・事務所向き!!●
交通・買物ともに便利な角地です！！●

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

長嶺東9丁目売地
1,250　万円
中山バス停歩６分●
地２１６.２２㎡（６５.４０坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
東側約４.６ｍ公道　更地●
託麻北小･東部中校区●

山鹿市川端町売地
3,000　万円
宗方バス停歩４分●
地１,３０２.９９㎡（３９４.１５坪）●
唖宅地･畑茜一中娃６０％阿２００％●
建物有　解体更地渡し●
北東角地　山鹿小･山鹿中校区●

戸島1丁目売家
2,590　万円
戸島入口バス停歩３分●
地１８２.２０㎡（５５.１１坪）木造２階建●
建１１８.７５㎡（３５.９２坪）Ｈ１９年６月築●
４ＬＤＫ　姶３台　太陽光発電●
託麻東小･二岡中校区●

宇土市松山町売店舗
4,730　万円
嫁坂バス停歩４分●
地１,３７２.９１㎡（４１５.３０坪）●
建１９６.３０㎡（５９.３８坪）姶有●
鉄骨造平家建　Ｓ６１年１２月築●
南西角地　県道１４号線沿●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（４）第４３８６号

北区下硯川２丁目売家
2,198　　渥万

円
昇立バス停歩７分●
地２２９.７４㎡（６９.４９坪）５ＬＤＫ●
建２０２.６０㎡（６１.２８坪）Ｈ１２年３月築●
広々間取、バス・トイレは各３ヶ所有！●
姶３台、南向き、二世帯向き、閑静な環境●

北区植木町亀甲売家
1,498　　渥万

円
中原バス停歩８分●
地２７６.７８㎡（８３.７２坪）４ＤＫ●
建１１２.８６㎡（３４.１４坪）Ｓ５８年９月築●
令和１年９月全面リフォーム済　姶３台分●
太陽光発電、オール電化住宅●

中央区黒髪４丁目売地
1,300　　渥万

円
電鉄本社前バス停歩９分●
地１９１.６６㎡（５７.９７坪）●
唖宅地茜一中娃３０％阿１５０％●
プロパンガス、電気、上水道、下水道有●
建物有（鉄骨造３階建）、解体更地渡し●

北区植木町亀甲売地
330　　握万

円
中原バス停歩８分●
地３０５.９２㎡（９２.５４坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
電気、上水道、浄化槽、集落内開発地域●
植木ICから車で３分（１.１㎞）●

オープンハウス
９/２８土２９日１１：００～１６：００

北区下硯川２‐１２‐２４住所

㈱エコプラスハウス 緯０９６（３７１）４５４７熊本県知事（１）第５１５８号

北区室園町売地
1,980　　握万

円
「室園町アイミースクエアー前」バス停歩３分●
地２６９.４６㎡（８１.５１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
セットバック要、分割可●
プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝●

植木ICから車で３分（１.１㎞）

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

中央区本荘６丁目売家
4,000　万円
本荘バス停歩３分●
地２６９.１５㎡（８１.４２坪）●
建３２５.１３㎡（９８.３５坪）Ｈ１年４月築●
鉄筋３階建　１Ｆ：４ＬＤＫ●
２・３Ｆ：１Ｋ賃貸８戸付●

緯０９６（３５２）２０８４渥

熊本県知事（１５）第２４１号

㈱株研

中央区神水１丁目貸マンション
月額12　万円
県庁前バス停歩２分●
挨８３.９６㎡（２５.３９坪）●
H１３年７月築　１１階建８F●
葵込　穐２ケ月　姶１台込●
エイルヴィラグランシス県庁通り８０１●

緯０９６（３２５）８２７２渥

熊本県知事（１１）第２０５０号

茂村住宅㈱ 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！！

人吉市大工町貸家
月額7　万円

外山病院前バス停歩３分●
建８５.０１㎡（２５.７１坪）Ｓ４８年１月築●
木造瓦葺２階建　エアコン・姶有●
要家財保険加入　保証金２１万円●
Ｈ２６年１０月室内外リフォーム済●

不知火町亀松売地
420　万円

不知火中学校前バス停歩１３分●
地２７１.５６㎡（８２.１４坪）古家有●
唖宅地茜区域外●
上水道・下水道有●
不知火小・不知火中校区●

緯０９６４（３３）２７５５渥

熊本県知事（１０）第２４０１号

西山地所

宇土市新開町売地
590　万円

下新開バス停歩４分●
地３７３.８７㎡（１１３.１０坪）更地●
唖宅地茜無指定　建築条件無●
緑川小・住吉中校区●
ＪＲ緑川駅歩１０分●

緯０９６（２７９）３８８９握

熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

龍田２丁目売家
1,450　万円
迫の上バス停歩５分　床下換気●
地２２７.１２㎡（６８.７０坪）Ｈ６年７月築●
建８３.２２㎡（２５.１７坪）２階建●
４ＤＫ　姶３台　Ｒ１年７月リフォーム済●
全室照明付　龍田西小・龍田中●

緯０９６（３３８）７７４８握

熊本県知事（１０）２３３９号

髙西土地開発

益城町安永売家
2,185　万円
安永バス停歩５分●
地２１８.１７㎡（６５.９９坪）姶２台●
建７４.０９㎡（２２.４５坪）Ｈ３０年６月築●
２ＬＤＫ・平家のモデルハウスの販売●
広安小・益城中校区●

緯０９６（３７８）３６６３渥

熊本県知事（１３）第１０５２号

出光ホーム

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

東区新外３丁目売家
2,880　　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　　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●

緯０９６（２７３）７７７６渥㈱アイアース不動産熊本県知事（２）第４９９９号

東区月出２丁目売店舗
2,200　万円
鉄砲塚バス停歩１分　姶４台可●
地１５６.８３㎡（４７.４４坪）鉄骨造２階建●
建１４９.９７㎡（４５.３６坪）Ｓ５３年４月築●
女子大通り沿い　南西角地●
１Ｆ事務所賃貸中・２Ｆ歯科営業中●

［アイアース不動産］で検索

合志市須屋売家
2,680　万円
電鉄新須屋駅歩３分●
地３５６.８０㎡（１０７.９３坪）木造２階建●
建１５１.６２㎡（４５.８６坪）Ｈ１年８月築●
６ＬＤＫ+納戸　庭付　茶屋・水屋有●
Ｐ並列３台可　前面道路広々●

緯０９６（３２４）９９３３渥㈱辰グループ熊本県知事（１４）第７９７号

Ｒ１年８月内外装リフォーム済

ハウスギャラリー㈲ 緯０９６（３７３）６６７３渥熊本県知事（１３）第９８０号
http://www.house-gallery.jp

武蔵ヶ丘６丁目売マンション
1,280　万円
ＪＲ武蔵塚駅歩６分　３ＬＤＫ　逢１５.４２㎡●
挨６９.５７㎡（２１.０４坪）Ｈ３年７月築●
哀愛１５,７５０円　ＳＲＣ１１階建７Ｆ●
H３１年３月リフォーム済　即入居可●
ロマネスク武蔵ヶ丘　武蔵小・武蔵中校区●

水前寺２丁目売マンション
1,400　万円
国府電停歩６分　空室●
挨７２.４１㎡（２１.９坪）Ｓ６１年９月築●
哀愛２３,２００円　ＳＲＣ１１階建２Ｆ●
３ＬＤＫ　コープ野村水前寺公園●
逢１１.７４㎡　出水小・出水中校区●

清水新地１丁目売地
1,500　万円
電鉄堀川駅歩１０分●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　解体渡し相談応●
城北小２５０ｍ　清水中５００ｍ●

清水岩倉３丁目新築一戸建
3,550　万円
岩倉台南バス停歩３分　２ＬＤＫ+納戸●
地２２７.８１㎡（６８.９坪）木造２階建●
建９９.３７㎡（３０.０５坪）Ｒ１年５月築●
デザイナーズ住宅　オール電化●
麻生田小・清水中　随時案内　委細応談●
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