
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

菊陽町津久礼売家
3,600　　渥万円
ＪＲ三里木駅歩１１分●
地２６５.０２㎡（８０.１６坪）鉄骨造平家建●
建９８.８６㎡（２９.９０坪）Ｈ２８年１月築●
２ＬＤＫ＋ＷＩＣ　南向き　姶３台●
家具・エアコン・照明・床暖房付●

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。

戸島1丁目売家
2,590　　渥万円
戸島入口バス停歩３分　姶３台●
地１８２.２０㎡（５５.１１坪）木造２階建●
建１１８.７５㎡（３５.９２坪）Ｈ１９年６月築●
４ＬＤＫ＋WIC　太陽光発電●
託麻東小･二岡中校区●

東区上南部３丁目売家
1,050　 渥万円
上南部バス停歩４分●
地２１８.０９㎡（６５.９７坪）木造２階建●
建７５.３４㎡（２２.７９坪）Ｓ５８年１２月築●
３ＬＤＫ　庭広々●
託麻北小・東部中歩１０分（８００m）圏内●

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!!●

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）●
唖畑茜二低娃５０％阿１００％●
西４.８m公道接面２１.８m●
隈庄小歩４分（３００m）●

東区山ノ神１丁目売地
1,150　　渥万円
山の神バス停歩７分●
地１８７.０６㎡（５６.５８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
南東側約４m市道に間口約１１m接面●
山ノ内小・東町中校区●

中央区壺川1丁目売地
1,000　 渥万円
寺原町バス停歩３分　参考プラン有●
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）●

中央区国府３丁目売地
4,690　　渥万

円
白山神社前バス停歩１分●
地４４２.７９㎡（１３３.９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、事務所兼住宅など適!!●
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中央区京町本丁売家
4,100　　渥万

円
裁判所前バス停歩３分●
地１８７.８６㎡（５６.８２坪）●
建２１０.３２㎡（６３.６２坪）●
木造２階建　H６年１２月築●
３LDK　角地●

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

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
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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
1,280　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

清水万石４丁目売地
580　万円

万石バス停歩８分●
地１３８.５９㎡（４１.９２坪）平坦地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　現況渡し　日当良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区

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

八景水谷２丁目売マンション

1,000　万円
八景水谷バス停歩２分　２LDK●
挨７３.１７㎡（２２.１３坪）H４年３月築●
哀愛１４,９１０円　RC９階建７F●
ルーフバルコニー付　眺望良好●

エレベーター有　城北小・清水中

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

益城町宮園売地
685　万円

木山農協前バス停歩４分●
地２７５.４４㎡（８３.３２坪）●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
役場・郵便局近隣●
益城中央小・木山中●

益城町安永売地
1,000　万円
安永バス停歩７分●
地２６６.９７㎡（８０.７５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
眺望良好●
広安小・益城中●

緯０９６（２８６）７２１０渥
熊本県知事（１０）第２１７８号

英勝不動産

城南町今吉野分譲宅地
628　～830　万

円
万
円

杉上今バス停歩７分●
地１７９.３２㎡（５４.２４坪）●
～２４９.５６㎡（７５.４９坪）
唖宅地茜二低娃４０％阿８０％●
杉上小・下城南中校区●

緯０９６４（２８）４８０９渥
熊本県知事（４）第４３１０号

大沢不動産

全１１区画中残５区画
建築条件無

大津町吹田売地
380　万円

吹田第二バス停歩３分●
地２３３.０９㎡（７０.５０坪）●
唖宅地茜一低娃５０％阿１００％●
更地　南４ｍ公道●
吹田団地内●

緯０９６（３３１）７６６７渥

熊本県知事（４）第４１９８号

㈲エステート仁

益城町広崎売地
1,100　万円
広崎バス停歩１１分●
地２５９.７０㎡（７８.５５坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件なし　更地●
広安西小校区●

緯０９６（２８６）７５７５渥

熊本県知事（６）第３８０９号

㈲坂口ハウジング

菊池市玉祥寺売貸家
580　万円

玉祥寺バス停歩６分●
地４０６.９３㎡（１２３.０９坪）●
建２４１.３９㎡（７３.０坪）Ｈ１１年１月築●
木造平家３ＤＫ×２棟●
現在月収６万円　利回り１２％●

緯０９６（３３１）７６６７渥

熊本県知事（４）第４１９８号

㈲エステート仁

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●
集落内　分筆相談可●

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●
集落内開発制度指定区域●

緯０９６（２２７）８８９９渥
熊本県知事（３）第４６７０号

松本不動産株式会社

東区戸島町売地
1,886　万円
道明バス停歩４分●
地８９０.９８㎡（２６９.５２坪）集落内開発区域内●
唖山林茜調整娃４０％阿８０％●
病院・診療所・社会福祉施設等向、西側●
私道幅員１１ｍ接面４４ｍ通行承諾要する

東区小山２丁目貸アパート
月額4.9　万円
中山バス停歩２分　穐１ヶ月（敷引条件）●
挨４７.５４㎡（１４.３８坪）Ｈ９年８月築●
２ＬＤＫ（和６・洋６・ＬＤＫ１２）　姶２台・葵込●
２階建１Ｆ（角）・２Ｆ　給湯シャワー、洋水洗、●
エアコン・自動玄関灯・インターホン付

緯０９６（３８０）２７００渥
熊本県知事（１１）第１８７０号

二岡観光土地㈲

東区保田窪３丁目売家
3,880　万円
保田窪３丁目バス停歩５分●
地１３０.５２㎡（３９.４８坪）RC３階建●
建１９５.４２㎡（５９.１１坪）H２３年１月築●
３LDK＋WIC　広々バルコニー●
インナーガレージ３台●

緯０９６（２８８）６４５２渥
熊本県知事（１）第５１５０号
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西原村小森売地
350　万円

西原台バス停歩４分●
地１５８㎡（４７.７坪）●
唖山林茜無指定　建築条件無●
南面幅員約４ｍ道路　南向き　日当良●
山西小・西原中　近隣商業施設多数●

甲佐町早川売地
450　万円

妙見谷バス停歩４分●
地１,０９６.７５㎡（３３１.７坪）●
唖宅地茜区域外　白旗小・甲佐中●
前面幅員約４ｍに約７.５ｍ接道●
事業用地・アパート用地適●

緯０９６（３３１）０３６６渥
熊本県知事（３）第４４２３号

㈱ニコニコ不動産

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。

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

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●

（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

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●

上鍛冶屋町売マンション
1,698　万円
河原町バス停歩２分　逢１２.１２㎡●
挨６９.３０㎡（２０.９６坪）Ｓ６１年８月築●
哀愛姶３０,５９０円　ＳＲＣ１１階建４Ｆ●
３ＬＤＫ　角部屋　２面バルコニー●
サクラマチクマモトまで６５０ｍ●

戸島西１丁目売マンション
1,190　万円
池尻バス停歩１分　広 ５々ＬＤＫ●
挨９８.６３㎡（２９.８３坪）Ｈ５年３月築●
哀愛２０,３３０円　１０階建８Ｆ●
オール電化　トーカンＭ健軍東１番館●
ルーフ逢１０５.６４㎡　長嶺小・長嶺中●

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）H８年１１月築●
哀愛１６,２００円　姶機械式８,０００円●
ＲＣ９階建４Ｆ　コアＭ九品寺●
３ＬＤＫ　白川小・白川中校区●

水道町売マンション
2,390　万円
白川公園前バス停歩４分●
挨６１.２６㎡（１８.５３坪）Ｈ２０年３月築●
哀愛姶３３,５１０円　１１階建４Ｆ●
２ＬＤＫ＋ＷＩＣ　Ｄ’グランセ白川公園●
角部屋　水道町交差点４１０ｍ●

緯０９６（２１３）２３２３渥㈲ヒューマンプランニング熊本県知事（３）第４４６０号

長嶺東９丁目新築一戸建
2,398　　万円

（
税
込
）

中山バス停歩７分　３ＬＤＫ●
地１０５.７２㎡（３１.９８坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｒ１年６月築●
姶２台　託麻北小・東部中校区 ●
外構・全室照明・ペアガラス・カーテン込●

シアーズホームグループ　㈱サンタ不動産 緯０９６（３３４）０００７握熊本県知事（２）第４７７４号

オープンハウス
１１/９土１０日１０：００～１７：００

オール電化（エコキュート） 長嶺東９丁目新築一戸建
2,428　　万円

（
税
込
）

中山バス停歩７分　３ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
地１０５.２５㎡（３１.８３坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｒ１年６月築●
姶２台　託麻北小・東部中校区●
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）
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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●

オープンハウス
１１/１０日１１：００～１６：００

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社 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　姶３,０００円●
敷金礼金なし　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！！

人吉市鬼木町貸アパート
月額5　万円

人吉ＩＣ前バス停歩２分　１Ｋ●
挨３７.１８㎡（１１.２４坪）Ｈ１１年２月築●
鉄骨造３階建３Ｆ　保証金１５万円●
姶・エアコン付　日当良　買物便利●
要家財保険加入●

売買
高森町高森売地
450　万円

湧水トンネル公園入口バス停歩４分●
地４７０.００㎡（１４２.１７坪）●
唖雑種地茜無指定娃５０％阿１００％●
北東角地　眺望良好　坪数増減有●
高森駅約６００ｍ　ダイレックス約８００ｍ●

緯０９６（３４５）８０３１渥

熊本県知事（３）第４６９０号

(同)ウイング企画

京町１丁目売マンション
780　万円

新堀町バス停歩２分●
挨５６.７㎡　H１年８月築●
哀愛２１,０６９円　９階建３F●
熊本城・上通り徒歩圏内!!●
交通便・買物便充実の立地です！●

錆０１２０（４９５）３３３渥

国土交通大臣（１）第００９０３３号
㈱すがコーポレーション　熊本中央南店

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●

緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産


