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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

東町４丁目売マンション
1,200　万円
健軍町電停歩４分●
挨９７.３６㎡（２９.４５坪）４ＬＤＫ●
Ｈ１年３月築　要リフォーム●
哀愛１３,５００円　姶有　ＲＣ５階建３Ｆ●
チェリーハイツ健軍　健軍東小・東町中●

城南町宮地売地
900　万円

宮ノ下バス停歩２分　整形地●
地１６５.２９㎡（５０.００坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南東９ｍ公道　事務所・店舗向●
城南支所・城南中学通り沿い●

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。

御船町滝川売地
620.7　　握万

円
自動車学校入口バス停歩２分●
地１９１.７７㎡（５８.０１坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件付、御船小４００ｍ、御船中８００ｍ●
御船町役場８００ｍ、スーパーマルエイ７００ｍ●

御船町辺田見売地
600.5　～630　　握万

円
万
円

中辺田見バス停歩７分●
地２０６.９㎡（６２.５９坪）～２１９.８㎡（６６.４８坪）●
唖宅地茜一中娃５０％阿１００％●
２区画、建築条件付、御船小８５０ｍ●
御船町役場７５０ｍ、スーパーマルショク３５０ｍ●

御船町辺田見売地
493　～532.6　　握万

円
万
円

下妙見谷バス停歩２分●
地２８０.９９㎡（８４.９９坪）～２９３.４８㎡（８８.７７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
２区画、建築条件付、御船小１,８５０ｍ●
御船町役場１,７００ｍ、スーパーマルショク１,４７０ｍ●

御船町御船売地
630　　握万

円
御船中央通りバス停歩１分●
地１５０.９１㎡（４５.６５坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿２００％●
建築条件付、御船小８０ｍ、御船中４５０ｍ●
御船町役場４５０ｍ、スーパーマルエイ３５０ｍ●

甲佐町田口売地
380　　渥万

円
熊本バス「田口」バス停歩５分●
地６５５.５８㎡（１９８.３１坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
乙女小学校・甲佐中学校校区●
閑静な住宅地●

㈱親和技建 緯０９６（２３４）４３５３熊本県知事（３）第４６１７号

菊池市北宮売地
525　　渥万

円
菊池プラザバス停歩１６分●
地１６５.０１㎡（４９.９１坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
隈府小・南中校区　菊池みゆきこども園８０ｍ●
子育てに優しい閑静な住環境●

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（１）第５０６２号

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●

菊池市泗水町永売地
270　　渥万

円
高江バス停歩２７分●
地５１０.００㎡（１５４.２７坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無し、土地広々、現況更地●
入口に橋を掛ける事、費用３５万円入用●

菊池市出田売地
880　　渥万

円
広瀬バス停歩１１分●
地８５１㎡（２５７.４２坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
広々敷地　平家建築可●
現況更地　即時引渡し可● 共同広告

（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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！！

人吉市下林町貸マンション
月額5.8　万円
下林バス停歩１分●
挨４６.７４㎡（１４.１３坪）２ＤＫ●
Ｈ１０年１０月築　ＲＣ５階建２Ｆ●
保証金１７.４万円　姶１台付●
オートロック・エレベーター付●

南区城南町陳内売家
980　万円

農協前バス停歩１５分　オール電化●
地５４８.３２㎡（１６５.８６坪）姶４台●
建８１.１１㎡（２４.５３坪）S５５年９月築●
３DK２階建　南向　日当良●
豊田小、城南中　オープンハウス１１/２３、２４●

緯０９６（２８２）３０５６渥

熊本県知事（５）第４１３０号

㈲ミフネホーム不動産

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

合志市幾久富売家
2,980　　渥万

円
永江団地バス停歩３分　姶３～４台可●
地２６５.５０㎡（８０.３１坪）木造２階建●
建１３９.５２㎡（４２.２０坪）Ｈ８年１０月築●
５ＬＤＫ　オール電化　エコキュート●
Ｒ１年１０月内外装フルリフォーム済●

緯０９６（３６３）５３５５㈱川口不動産熊本県知事（１）第５２８２号

合志市御代志売地
1,500　　握万

円
大池農業公園入口バス停歩１０分●
地３９７㎡（１２０.０９坪）更地●
唖山林茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発地域　北側公道●
上下水道前面道路有●

オープンハウス
１１/２３土２４日１０：００～１６：００
合志市幾久富１７５８‐１２０

菊池市野間口売地
3,402　万円
野間口バス停歩３分●
地１,８７５.２９㎡（５６７.２７坪）●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
建物有　解体相談応●
建築条件なし●

緯０９６（２００）９３９３渥
熊本県知事(２)第４８８１号

良家不動産

事業用地　広々567坪
分譲地やアパート用地適 三角町大田尾売家

2,680　万円
大田尾バス停歩２分　白蟻工事済●
地６５４.４６㎡（１９７.９７坪）駐車１０台可●
建２２８.６８㎡（６９.１８坪）９LDK＋書斎●
H３１年４月全面リフォーム済●
H８年６月築　耐震適合住宅●

お気軽にお問合せ下さい

オープンハウス１１/２３土２４日

緯０９６（３６８）５４５０握熊本県知事（１２）第１４２０号

株式会社　山口ハウジング

５７号線沿　広々敷地・間取り

菊池市七城町砂田分譲地
290　～470　万

円
万
円

七城農協前バス停歩１０分●
地１９５.２３㎡（５９.０６坪）●
～２４５.６７㎡（７４.３２坪）
唖雑種地茜無指定●
小・中学校共に歩１０分（８００ｍ）圏内です●

緯０９６８（２３）７１００握
熊本県知事（４）第４２４８号

コーエイ不動産

販
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す

緯０９６４（２８）４８０９
熊本県知事（４）第４３１０号

大沢不動産

小川町北新田売地
620　 渥万円
小川駅歩１０分●
地３１４.７９㎡（９５.２２坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
河江小学校まで１,３００ｍ●
イオン小川店まで９５０ｍ●

城南町今吉野売地
985　 握万円
杉上今バイパスバス停歩８分●
地４６７㎡（１４１.２６）●
唖畑茜二低娃５０％阿１００％●
杉上小校区　整地済●
団地内私道特分有り●

上天草市大矢野町中売別荘
1,200　万円
三杷浦バス停歩１５分●
地６２９.００㎡（１９０.２７坪）●
建９８.６９㎡（２９.８坪）Ｈ４年９月築●
Ｈ８年６月リフォーム済　２ＤＫ＋離れ洋間１２帖●
サンビーチやなぎ分譲地内　駐車場有●

上天草市大矢野町登立売別荘
1,630　万円
治郎田バス停歩２分●
地２９７.４７㎡（８９.９８坪）●
建１０９.４６㎡（３３.１１坪）Ｈ８年６月築●
セキスイハイムの家　２階建　３ＬＤＫ●
シーライフ大矢野内　庭先は海●

緯０９６（３７８）３６６３渥
熊本県知事（１３）第１０５２号

出光ホーム
い で み つ

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

中央区国府４丁目新築一戸建
3,190　万円
ＪＲ新水前寺駅歩１２分　姶３台●
地２００.００㎡（６０.５０坪）木造２階建●
建１００.６０㎡（３０.４２坪）Ｒ１年１１月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　耐震等級３　耐風等級２●
フラット３５Ｓ　白山小･出水中校区●

三池不動産㈱ 緯０９６（２７３）７１００渥

菊池市豊間売家
1,280　万円
豊間入口バス停歩１２分　姶２台●
地１７３.４５㎡（５２.４６坪）木造２階建●
建９８.１２㎡（２９.６８坪）Ｈ１３年９月築●
３ＬＤＫ　全室２面採光　バリアフリー●
ナビ検索／菊池市豊間２０７‐１６●

オープンハウス１１/２３土２４日１０：００～１６：００

熊本県知事（２）第４９５１号

国府４丁目１０番４９付近ナビ検索

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●

龍田陳内３丁目売家
3,980　万円
龍田陳内バス停歩３分　床暖房付●
地２８４.７７㎡（８６.１４坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１０８.９６㎡（３２.９６坪）Ｈ２８年７月築●
軽量鉄骨造平家建　姶並列４台可●
大和ハウス工業「ジーヴォ」●

大江３丁目売マンション
3,330　万円
大江渡鹿バス停歩１分　逢１４.６０㎡●
挨７４.６４㎡（２２.５７坪）Ｈ２８年１月築●
哀愛１４,５６０円　ＲＣ１４階建１０Ｆ　３ＬＤＫ●
平置姶有　大江小・白川中校区●
図書館・医療施設等生活環境良好●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

オープンハウス
１１/２４日１１：００～１６：００

事業用
菊池市七城町菰入売地
370　万円

七城農協前バス停歩１１分●
地２１４.５５㎡（６４.９０坪）●
唖宅地茜区域外●
七城小学校　七城中学校●
全３区画中残り１区画●

城南町藤山分譲宅地
496.2　～546.9　万

円
万
円

藤山バス停歩２分●
地２０１.８９㎡（６１.０７坪）～２３１.８３㎡（７０.１２坪）●
唖宅地茜調整（集落内開発）娃４０％阿８０％●
豊田小学校　城南中学校●
全１７区画中残り７区画●

南区銭塘町分譲宅地
612.5　～735.2　万

円
万
円

荒木バス停歩１分●
地２４８.０４㎡（７５.０３坪）～２６７.７９㎡（８１.００坪）●
唖宅地茜調整（集落内開発）娃４０％阿８０％●
銭塘小学校　天明中学校●
全９区画中残り４区画●

緯０９６（３３９）０７５５渥宅建本舗熊本県知事（３）第４６１８号

中央区琴平本町新築セットプラン

8,370　万円
向山校前バス停歩４分　建築条件付●
地２０１.０９㎡（６０.８２坪）１,７４５万円●
建２９８.９３㎡（９０.４２坪）６,６２５万円●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
表面利回り７.２３％予定●

中央区琴平本町新築セットプラン

5,865　万円
向山校前バス停歩４分　建築条件付●
地１４７.５１㎡（４４.６２坪）１,２００万円●
建２２１.４２㎡（６６.９７坪）４,６６５万円●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
表面利回り６.８８％予定●

緯０９６（３５５）６６５５握
国土交通大臣（２）第８１７７号

㈱アイケンジャパン

売買
中央区横手１丁目売家

2,400　万円
産交「西山中学校前」バス停歩３分●
地２２７.００㎡（約６８.６６坪）４LDK●
建１６０.５６㎡（約４８.５６坪）H８年１１月築●
ハウスクリーニング済（令和元年１１月）●
大和ハウス工業施工の家●

錆０１２０（０９０）１３７渥
福岡県知事（２）第１７１２１号

西鉄不動産㈱天神店

オープンハウス
１１/２３土２４日１２：００～１６：００ 不知火町小曽部売家

1,848　万円
松橋駅前バス停歩１９分●
地８１７.５８㎡（２４７.３１坪）６ＬＤＫ●
建１９５.４１㎡（５９.１１坪）Ｈ１０年８月築●
リフォーム済（R１.１１月）、外壁、屋根塗装済●
水まわり新品、耐震診断適合証明書付●

緯０９６（３２５）１５１１握
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

オープンハウス
１１/２３土２４日１０：００～１７：００

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

２００坪～１０,０００坪（農地も可）
熊本市内および近郊エリア


