
中央区新大江１丁目売マンション
2,180　万円
熊高正門前バス停歩２分●
挨７５.０１㎡　３LDK　H１４年９月築●
哀愛１３,８００円　姶９,０００円●
RC１４階建９F　陽当り・眺望良好●
パークM熊高正門前新大江●

光の森７丁目売家
4,380　万円
ゆめタウンバス停歩７分●
地２３６.５７㎡（７１.５６坪）６m道●
建１４１.３８㎡（４２.７７坪）H１９年４月築●
システムキッチン新品・ウッドデッキ●
R元年６月全面リフォーム済●

東区桜木４丁目売地

小楠公園前バス停歩５分●
地２２４.１４㎡（６７.８０坪）更地●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
建条無　桜木東小・桜木中校区●

INVESTMENT Co., LTD.熊本県知事（２）第４６８７号 緯０９６（２８８）９９３４渥
[インベストメント熊本]で検索

1,760　→1,680　万
円

万
円

R１年６月旧価格　　R１年１０月新価格

オープンルーム
１０/１９土２０日１１時～１６時

外壁塗装・一尺角大黒柱
１階フロア/無垢材新品貼替

ナビ▶中央区新大江１‐２５‐２７
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中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（３７２）６７７６
担当：松田　０８０（１７３１）９０２８㈲ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号

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％●

北区津浦町売地
1,200　握万円
津浦公民館バス停歩７分●
地２８８.６㎡（８７.３坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％●
高台　姶２台可●

南区八幡９丁目売家
950　　渥万

円
熊農前バス停歩８分●
地２１３㎡（６４坪）平屋建●
建８９㎡（２７坪）Ｓ４７年１月築●
４DK（６・６・６・４.５・DK）　●
H２９年２月一部リフォーム済●

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

南区田迎３丁目売地
1,798　　握万

円
熊本バス田迎西バス停歩１分●
地１８５.９４㎡（５６.２４坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
更地　旧浜線沿い●
コスモス１０ｍ●

南区御幸笛田４丁目売地
1,800　　渥万

円
笛田神社前バス停歩３分●
地６０６.０３㎡（１８３.３２坪）●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
南道路　セットバック要●
マックスバリュ歩５分（４００ｍ）●

緯０９６（２１４）９８７０
熊本県知事（３）第４４２１号

㈲アマンドホームズ

西区島崎２丁目売マンション
1,280　万円
日向崎バス停歩４分●
挨６９.２２㎡（２０.９３坪）３ＬＤＫ●
Ｓ６３年８月築　８階建８Ｆ●
哀愛１３,７００円　姶近隣５,０００円●
令和元年１０月リフォーム済●

緯０９６（３５１）３９０２渥
担当直通　０９０（１１９４）３９０２

熊本県知事（６）第３６４３号

前田興産㈲

オープンルーム
１０/１９土２０日

◎
最
上
階
◎

緯０９６（３５６）３５２２渥
em.３５２２@spice.ocn.ne.jp

熊本県知事（８）第３１０８号

㈲エステートマツイシ

中央区京町２丁目売マンション
540　万円

京町柳川バス停歩１分　附属小５０ｍ●
挨６２.７５㎡（１８.９８坪）Ｓ４９年８月築●
哀愛１６,３００円　６階建２Ｆ　２ＬＤＫ●
賃貸中現利回り１０％●
オーナーチェンジ　委細応談●

中央区練兵町売マンション
2,500　万円
辛島町電停歩２分　４ＬＤＫ●
挨８４.７８㎡（２５.６４坪）Ｈ１０年７月築●
哀愛１５,８００円　姶９,０００円（平置）●
１４階建６Ｆ　６０４号　東南角部屋●
ペット可　シティライフ練兵町●

北区梶尾町売家
3,550　万円
南陽台バス停歩２分●
地４１２.７９㎡（１２４.８６坪）●
建１７２.４４㎡（５２.１６坪）●
温泉付　H３年９月築●
３LDK＋納戸・WIC●

西区城山半田３丁目売地
930　万円

城山小学校前バス停歩８分●
地２０４.９６㎡（６２坪）●
唖宅地茜調整（集落内開発）●
娃４０％阿８０％　更地渡し●
建物プラン有●

緯０９６（３１１）７７７１渥住まい美建熊本県知事（５）第４１１４号

重厚感ある
綺麗なお家

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

西区春日８丁目売地
900　　渥万

円
春日６丁目バス停歩１３分●
地１３５.４６㎡（４０.９７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件付●
春日小・花陵中校区●

西区城山半田３丁目分譲宅地
930　～960　　握万

円
万
円

城山小学校前バス停１３分●
地２１６.５６㎡（６５.５０坪）●
～２３１.７９㎡（７０.１１坪）
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件付　集落内開発●

緯０９６（３２７）９９３８㈱センター建設不動産熊本県知事（２）第４７３８号

令和元年９月末造成完了

城山小・三和中

大牟田市吉野売家
600　万円

西吉野バス停歩１分●
地３８７㎡（１１７.０６坪）●
建１１１.３４㎡（３３.６８坪）●
木造平屋建　Ｓ５３年５月築●
庭園付き　４ＤＫ　現況渡し●

西区島崎３丁目売地
980　万円

城西校前バス停歩６分●
地１６７.６４㎡（５０.７１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
古家有　引渡し相談●
城西小まで約４５０ｍ●

宇城市松橋町松橋売家
1,780　万円
松橋中学校入口バス停歩２分●
地９８.１７㎡（２９.６９坪）●
建８６.１１㎡（２６.０４坪）●
木造２階建　Ｈ２９年１２月築●
３ＬＤＫ　未入居　姶２台分●

緯０９６（３２９）５７３３渥㈲城山不動産管理熊本県知事（７）第３５０６号

㈱アイアース不動産 緯０９６（２７３）７７７６
［アイアース不動産］で検索

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●

熊本県知事（２）第４９９９号

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●

東区月出２丁目売店舗
2,200　　渥万円
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●

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●

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
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！！

人吉市鬼木町貸マンション
月額7.3　万円
人吉ＩＣ前バス停歩２分●
挨５９.５０㎡（１７.９９坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１７年１１月築　ＲＣ３階建３Ｆ●
オートロック　保証金２１.９万円●
姶２台込　保険加入要　買い物便利●

売買
菊池市西寺売地

978　　万円
きくちべんりカー・西部市民センターバス停歩２分●
地６４６.９４㎡（１９５.６９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
現況渡し　古家有●
西部市民センター１６０ｍ●

緯０９６（３８２）０５１４渥

熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設

玉名市中新築一戸建
2,680　万円
下河原バス停歩５分●
地２４７.９５㎡（７５.００坪）姶３台●
建１０１.２５㎡（３０.６坪）Ｒ１年９月築●
木造２階建　４ＬＤＫ　全室南向き●
玉名町小・玉名中校区●

島崎４丁目売地
1,650　万円
城西校北バス停歩２分●
地２１１.８４㎡（６４.０８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件付　前面道路幅員４ｍ●
城西小５８０ｍ　西山中１,３５０ｍ●

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（２）第４９８２号

オープンハウス
１０/２０日１１：００～１６：００

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

西区春日８丁目売家
2,190　万円
ＪＲ熊本駅歩２０分　姶２台可●
地１９１.６５㎡（５７.９７坪）木造２階●
建１１７.７５㎡（３５.６１坪）Ｓ５０年６月築●
Ｒ１年８月一部リフォーム済　４ＬＤＫ＋納戸●
仲介/三井住友トラスト不動産熊本センター●

緯０９２（４５１）０３９２握
（土・日休日）

国土交通大臣（８）第４０３２号

株式会社ミクニ

オープンハウス
１０/２０日１３：００～１７：００

オール
電化

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●

楠１丁目売地
1,680　万円
団地中央口バス停歩１分●
地２５３.８６㎡（７６.７９坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側公道　建築条件無●
楡木小・楠中校区●

緯０９６（２７９）３８８９渥
熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

益城町砥川分譲宅地
717.6　～882.7　万

円
万
円

飯野公民館前バス停歩２分●
地２１９.６８㎡（６６.４５坪）～２７２.７３㎡（８２.５０坪）●
唖宅地茜調整娃７０％阿３６０％●
全１４区画中６区画販売　飯野小・益城中校区●
砥川クリニック１０m　建築条件なし●

緯０９６（２８５）１１３３握㈱益城宅建熊本県知事（２）第４９１３号

◎定住促進補助金制度あり

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●

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●

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●

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●

（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

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

1,200　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

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

西梶尾町売地
880　万円

北部総合支所前バス停歩７分●
地２６９.１２㎡（８１.４０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
広々敷地　日当良好●
川上小・北部中　建築条件無

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

池田１丁目売地
2,190　万円
岩立小路バス停歩５分●
地５５７.６６㎡（１６８.６９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
宅地造成区域内　日当良好●
池田小・京陵中　建築条件無
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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

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

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

池田２丁目売家
1,680　万円
長迫団地入口バス停歩３分●
地２５５.７２㎡（７７.３５坪）●
建１６５.４７㎡（５０.０５坪）Ｓ５４年９月築●
木造２階建　７ＤＫ　角地●
駐車場２台　閑静な住宅街

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


