
（担当/岩本）

中央区上鍛冶屋町売マンション
1,698　万円
慶徳校前電停歩３分　オール電化●
挨６９.３０㎡（２０.９６坪）S６１年８月築●
哀愛１６,５９０円　SRC１１階建４F　３LDK●
東向き　角部屋　R１年７月内装㋷済●
サクラマチクマモトまで約５００ｍ●

緯０９６（３２７）０５１１渥㈱アパートナー　米屋町店

中央区新町４丁目売マンション
3,150　万円
新町電停歩２分　逢１２.５０㎡●
挨６５.３５㎡（１９.７７坪）Ｈ３０年１月築●
哀愛１４,５００円　ＲＣ１４階建１０Ｆ●
２ＬＤＫ＋ＷＣＬ　交通利便良好●
築２年　一新小・西山中校区●

東区健軍３丁目売マンション
2,050　万円
動植物園入口電停歩５分　逢３４.８３㎡●
挨８５.７５㎡（２５.９３坪）Ｈ１７年６月築●
哀愛２２,８２０円　RC８階建２F　４LDK●
角部屋　３面採光　健軍小・湖東中●
ペット相談可（規約有）　交通利便性良好●

国土交通大臣（５）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F

ペ
ッ
ト
相
談
可（
規
約
有
）

中央区米屋町２丁目売地
3,980　万円
呉服町電停歩３分●
地１４４.３３㎡（４３.６５坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
東南角地　南側幅員約７ｍ・東側幅員約１１ｍ●
現状月極駐車場●

熊本県知事（７）第３３６１号
熊本市中央区京町２‐１４‐１６
中央区水前寺公園２５‐２　中央区上林町３‐３４

※ホームページにて空撮動画、室内動画、
建築パース等ご覧頂けます

京町LB（ラボ）緯096（359）2426
水前寺LB（ラボ）緯096（284）1223

上通り並木坂LB（ラボ）緯096（355）1300

コウナンレクセル 検索

東区西原１丁目売地
4,000　 握万円
西原バス停歩１分●
地２５４.４６㎡（７６.９７坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
三方道路　東バイパス沿●
オフィス、雑貨喫茶店など適!!●

中央区国府３丁目売地
8,300　 渥万円
白山神社前バス停歩１分●
地７８５.０２㎡（２３７.４６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
八王寺通り沿　JR新水前寺駅歩１２分●
営業所、クリニック用地など適!!●

西区上熊本１丁目売マンション

2,900　 渥万円
JR上熊本駅歩５分　無料姶１台付●
挨９８.０３㎡（２９.６５坪）H２０年８月築●
哀愛３２,２００円　RC１５階建７F　４LDK●
大和ハウス施工　角部屋　オール電化●
池田小･城東小、京陵中･藤園中校区●

不動産売却を
お考えの方は
こちらまで➡

←QRアーツにスマ
ホをかざすと掲載物
件の空撮動画、室内
動画、VR画像、建築
パース、MAP等が
ご覧になれます。

松橋町萩尾売家
2,500　　渥万円
熊の平バス停車４分（１.９㎞）　４LDK●
地２,１２１.９７㎡（６４１.８坪）庭園付●
建１６９.７５㎡（５１.３坪）H１２年９月築●
木造瓦葺平屋建　ガレージ付　姶５台可●
当尾小・松橋中　城南CC車４分（２.４㎞）●

南区城南町隈庄売地
1,200　 渥万円
城南総合出張所入口バス停歩４分●
地４３８.００㎡（１３２.４９坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
西４.８m公道接面２１.８m●
隈庄小歩４分（３００m）●

西区池田1丁目売地
980　 渥万円
岩立小路バス停歩６分●
地１３９.５３㎡（４２.２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
池田小約２２０m　京陵中校区●
北西角地●

南区並建町売地
750　 渥万円
飽田小学校バス停歩２分●
地３２７.０４㎡（９８.９２坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度区域内●
飽田西小･飽田中校区●

中央区壺川1丁目売地
1,000　 渥万円
寺原町バス停歩３分●
地１６９.３８㎡（５１.２４坪）古家有●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
解体更地渡し　壺川小･京陵中●
附属小徒歩８分（６４０m）●

東区神園2丁目売地
880　 渥万円
JR武蔵塚駅歩３６分●
地１８０.９２㎡（５４.７２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高台の東南角地　託麻北小・東部中●
熊本IC車２分（１.２㎞）●

松橋町両仲間売地
730　 渥万円
熊本南病院入口バス停歩６分●
地２４１.０４㎡（７２.９坪）整形地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
角地　日当良好　豊福小・松橋中●
MrMax５９０m　鮮ど市場６００m●

緯０９６（３６４）５０１０渥http://www.best-green.jp

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●

壺川１丁目売マンション
1,898　万円
上寺原町バス停歩１分●
挨６８.１０㎡（２０.６０坪）３ＬＤＫ●
Ｈ９年１１月築　ペット（小型犬･猫）可●
哀愛１７,０００円　ＳＲＣ９階建３Ｆ●
R１年１０月内装リ済　壺川小･京陵中●

保田窪２丁目売マンション
2,098　万円
保田窪四ツ角バス停歩２分●
挨７１.４７㎡（２１.６１坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１５年１０月築　帯山西小・帯山中●
哀愛１９,８００円　ＳＲＣ１１階建５Ｆ●
R１年１０月内装リフォーム済●

日吉1丁目売家
2,890　万円
高江バス停歩３分　姶４台●
地３２６.９９㎡（９８.９１坪）木造２階建●
建１６３.７９㎡（４９.５４坪）Ｈ７年５月築●
８ＤＫ　日吉小･日吉中校区●
ＪＲ西熊本駅歩７分●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（４）第４３８６号

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●

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●

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

八代市千反町1丁目売家
1,300　万円
八代実業専門学校前バス停歩４分●
地３２９.３１㎡（９９.６１坪）木造平屋建●
建９２.１４㎡（２７.８７坪）Ｓ３５年４月築●
古民家再成住宅　姶３～４台可●
３ＬＤＫ　麦島小約３００ｍ　八代第三中校区●

八代市古城町売家
1,098　万円
麦島公民館前バス停歩９分　●
地１９５.１３㎡（５９.０２坪）木造２階建●
建８８.９５㎡（２６.９０坪）Ｓ６２年３月築●
５ＬＤＫ　オール電化　閑静な住宅街●
サンルーム付で雨の日の洗濯も安心●

八代市古城町売家
1,000　万円
古城町バス停歩３分●
地２８２.７２㎡（８５.５２坪）木造２階建●
建１５０.４３㎡（４５.５０坪）Ｓ４６年１月築●
６ＤＫ＋納戸　バルコニー　姶２台●
麦島小校区　八代第三中約６５０ｍ●

小川町南小野売地
350　万円

三軒屋バス停歩２５分●
地４２２.７２㎡（１２７.８７坪）建築条件無●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
小野辺田小約４５０ｍ　小川中校区●
イオンモール宇城バリュー約２.５㎞●

にしざき不動産（㈲オーシャンズゲート） 緯０９６５（３２）６００３渥熊本県知事（３）第４４６２号

人吉市南泉田町貸店舗
月額5　万円

山田橋バス停歩５分　葵２,５００円●
建３４.８３㎡（１０.５３坪）Ｓ４１年１月築●
木造瓦葺平家建　保証金１５万円●
店舗総合保険加入要　Ｈ３０年３月リ済●
飲食店向き　カウンター・トイレ有● 土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

緯０９６６（２２）２３１１渥
熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱

八代市千反町１丁目売地
540　万円

八代実業専門学校前バス停歩３分●
地１８６.２９㎡（５６.３５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側９ｍ公道に接道●
閑静住宅地●

緯０９６（３６０）５６８７渥

熊本県知事（３）第４５８１号

松原淳一不動産㈱

西区小島９丁目売地
6,490　万円
小島町営住宅前バス停歩３分●
地２,６０４㎡（７８７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
小島小歩１３分（１,０４０ｍ）城西中歩１４分（１,１２０ｍ）●
北東側幅員８ｍ国道沿●

緯０９６（３５４）４５１８渥

熊本県知事（７）第３２０６号

㈲水町不動産

九品寺３丁目売マンション
1,880　万円
西原公園・九品寺三丁目バス停歩１分●
挨７２.４５㎡（２１.９１坪）３ＬＤＫ●
哀愛１６,２００円　姶機械式８,０００円●
ＲＣ９階建４Ｆ　コアＭ九品寺●
白川小・白川中校区●

緯０９６（２１３）２３２３渥

熊本県知事（３）第４４６０号

㈲ヒューマンプランニング

宇土市境目町売家
2,980　万円
上松山バス停歩５分●
地３４３.８㎡（１０４.００坪）木造２階建●
建１５２㎡（４５.９８坪）Ｈ２７年２月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　広い庭付　玄関はカードキー●
電動リモコン駐車場、カーポート付●

緯０９６（３３９）１４８３渥
熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

太
陽
光
発
電
５
ｋｗ

八代市鏡町下有佐売地
1,150　万円
花岡バス停歩３分●
地１,２１８.４０㎡（３６８.５６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
造成済　更地　アパート用地適●
鏡小・鏡中校区　即建築可●

㈲サンアイ不動産 緯０９６（３４４）６１１０渥熊本県知事（７）第３１８０号

菊陽町久保田売地
2,000　万円
農協中央支所入口バス停歩２分●
地４０５.４２㎡（１２２.６４坪）●
唖畑茜一中娃５０％阿１００％●
東側６.７ｍ　日当良●
菊陽中部小校区●

南区護藤町売地
1,200　万円
白藤団地入口バス停歩６分●
地５００㎡（１５１.２５坪）●
唖畑茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地域内　日当良●
建築条件なし　飽田南小９００ｍ●

北区高平３丁目売マンション
900　万円

山室バス停歩４分　４ＤＫ●
挨７８.４６㎡（２３.７３坪）Ｈ２年７月築●
哀愛９,５００円　姶５,０００円●
１１階建２Ｆ　逢１３.７㎡（４.１４坪）●
オール電化　高平台小校区●

北区龍田6丁目売家
2,980　万円
JR竜田口駅歩２９分　姶３台●
地４８８.９９㎡（１４７.９１坪）４LDK●
建２３７.３４㎡（７１.７９坪）H４年９月築●
鉄骨造２階建　龍田小校区●
大通りから１本の平静な土地●

東区御領3丁目新築一戸建
2,740.4　万円
東八反田バス停歩４分　日当り良●
地１５３.５６㎡（４６.４５坪）木造２階建●
建９３.２７㎡（２８.２１坪）H３１年１月築●
３LDK＋WIC　ウッドデッキ　姶３台●
オール電化　託麻西小･東部中校区●

南区城南町舞原売家
2,180　万円
火の君文化センターバス停歩１０分●
地２０７.６１㎡（６２.８０坪）木造２階建●
建９９.３６㎡（３０.０５坪）H２５年８月築●
４LDK　３面採光　エアコン　庭付●
姶３台　太陽光パネル（７kw）付●

大牟田市新町売家
870　万円

西鉄銀水駅歩３５分●
地３５１.５０㎡（１０６.３３坪）●
建８７.１６㎡（２６.３６坪）３DK●
木造平屋建　S３４年１１月築●
新大牟田駅（新幹線）４.１㎞●

合志市合生売地
880　万円

江良バス停歩５分●
地８７２.００㎡（２６３.７７坪）●
唖畑茜調整娃４０％阿８０％●
要農地転用･集落内開発許可●
国道３８７号線沿い●

夢ハウジング 緯０９６（３７４）７０５１渥熊本県知事（３）第４４７７号

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●

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

外壁塗装・一尺角大黒柱
１階フロア/無垢材新品貼替南区土河原町売家

2,780　万円
土河原バス停歩５分●
地３３８.００㎡（１０２.２４坪）５ＬＤＫ●
建１４６.１４㎡（４４.２０坪）Ｈ１１年３月築●
姶３台可　飽田東小・飽田中校区●
洗車・散水用の井戸ポンプ有●

Ｒ元年１０月内外装リフォーム済　オール電化住宅
水回り新品　外壁屋根塗装・照明付　フロア一部新品

２Ｆ/洋室×２・和室・トイレ・バルコニー

オープンハウス
１０/２６土２７日１０：００～１６：００

至
熊
本
港

至
３
号
線

ナビ▶南区土河原町１７２‐４

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。
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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

２００坪～１０,０００坪（農地も可）
熊本市内および近郊エリア

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産

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●

菊池市七城町甲佐町売地
550　　渥万

円
間所バス停歩４分●
地３２４.３１㎡（９８.１０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●

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●

熊本県知事（１）第５０６２号

売買
西区上代７丁目売家

1,640　万円
上代バス停歩１０分●
地３６３.００㎡（１０９.８０坪）閑静住宅●
建１７３.００㎡（５２.３３坪）Ｓ５５年７月築●
高橋稲荷神社まで７００ｍ●
ゆめマート、小学校まで約７２０ｍ●

緯０９６（３６７）７１５５渥

熊本県知事（７）第３４７０号

㈲ハヤシダ地建

山室１丁目売家
2,050　万円
清水台団地入口バス停歩５分●
地２１５.４６㎡（６５.１７坪）木造２階建●
建１３１.３３㎡（３９.７２坪）Ｓ６０年１１月築●
敷地広 ６々５坪、建物３９坪！●
大変きれいなお家です！！●

錆０１２０（０９４）８８８渥

国土交通大臣（１）第００９０３３号

㈱すがコーポレーション　熊本東店

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

大津町美咲野３丁目売家
2,380　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　南庭　Ⓟ２台可●
ペアガラス　美咲野小学校８００ｍ●

緯０９６（３４５）８０３１渥
[ウイング企画　熊本］で検索(同)ウイング企画熊本県知事（３）第４６９０号

龍田陳内３丁目売マンション
1,250　万円
龍田陳内３丁目バス停歩３分　３ＬＤＫ●
挨７５.７７㎡（２２.９２坪）Ｈ９年２月築●
哀愛１５,２００円　ＳＲＣ１３階建１３Ｆ●
南西向き　最上階　龍田西小８００ｍ●
R１年６月内装㋷済　Ⓟ敷地内６,０００円●

宇土市新町２丁目売マンション
998　万円

宇土本町２丁目バス停歩２分　３ＬＤＫ●
挨７０.４１㎡（２１.２９坪）Ｈ７年９月築●
哀愛姶１９,３３５円　ＳＲＣ１１階建６Ｆ●
東南向き 眺望良　Ｒ１年５月内装悪済●
宇土市役所５６０ｍ　即入居可●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

八分字町中道売地
1,120　　渥万

円
土河原バス停歩２分●
地２１８㎡（６５.９４坪）●
唖畑茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小・飽田中校区●
アクアドーム８００ｍ●

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）●

南区八分字町須崎売地
1,300　　渥万円
十三バス停歩１分●
地２３６.５２㎡（７１.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小学校徒歩１分（８０ｍ）●
飽田中学校徒歩１０分（８００ｍ）●

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●

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●


