
八代市古城町売家
948　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
1,420　万円
古城（ゆめ）バス停歩３分　姶３台可●
地２３１.１２㎡（６９.９１坪）木造平屋建●
建１０１.１２㎡（３０.５８坪）Ｓ６１年８月築●
３ＬＤＫ　エアコン付　シロアリ防工事済●
H３０年５月水回り（キッチン等）㋷済●

緯０９６５（３２）６００３渥
熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

阿蘇市黒川売家
725　万円

産交バス「阿蘇小学校前」バス停歩３分●
地４０１.１９㎡（１２１.３５坪）６ＤＫ●
建１３８.８５㎡（４２.００坪）Ｓ４４年１月築●
阿蘇小学校まで約１８０ｍ　姶４台可●
木造２階建、南向き、上水道・プロパンガス●

山鹿市鹿校通２丁目売家
2,570　万円
鹿校通２丁目バス停歩３分●
地５５８.８９㎡（１６９.０６坪）●
建１８８.６８㎡（５７.０７坪）H６年６月築●
シャッター付ガレージ（駐車２台可）●
国道そば閑静な住宅地　買物便利●

中央区出水２丁目売家
6,480　万円
出水三丁目バス停歩２分●
地４０６.９３㎡（１２３.０９坪）８ＬＤＫ●
建２３４.８９㎡（７１.０５坪）Ｓ５７年１１月築●
姶５台可、出水南小・出水中校区●
江津湖のせせらぎ聞こえます●

菊池市出田売地
330　万円

熊本電鉄「広瀬」バス停歩９分●
地２９７.００㎡（８９.８４坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
閑静な住宅街、花房郵便局より約６５０ｍ●
花房小学校区内　建物あり●

宇土市岩古曽町売地
950　万円

上古閑バス停歩５分●
地５７４.４６㎡（１７３.７７坪）●
唖宅地茜無指定　更地●
南西角地の整形地・建築条件なし●
クロス２１ＵＴＯまで車で８分（約２.８㎞）●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥国土交通大臣（２）第００８４３２号
熊本市中央区大江４‐１０‐１０

松橋町中原分譲宅地
各1,020　万円
新四ツ角バス停歩２分●
地１９８.３１㎡（５９.９８坪）～１９８.３６㎡（６０.００坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
販売２区画　松橋小・松橋中校区●
ゆめマートまで４００ｍ　閑静な住宅地●

小川町江頭分譲宅地
750　～850　万

円
万
円

小川四ツ角バス停歩２分●
地１９９.８４㎡（６０.４５坪）～３６１.５７㎡（１０９.３７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
販売３区画　河江小・小川中校区●
イオンモール宇城まで約６００ｍ●

緯０９６（３２０）１８００渥
熊本県知事（２）第４８２２号

㈱アリストアンドマネジメント 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

八景水谷３丁目売マンション
1,298　万円
堀川駅・バス停歩３分　３LDK●
挨７１.２０㎡（２１.５４坪）S６３年９月築●
哀愛１１,５８０円　RC５階建１F　姶有●
角部屋　２面逢　家具・家電・エアコン付●
R１年８月内装悪済　城北小・清水中●

新町４丁目売マンション
1,450　万円
新町電停・バス停歩３分　逢１１.３５㎡●
挨７４.０６㎡（２２.４坪）Ｈ４年２月築●
哀愛１６,０６０円　RC９階建２F　３LDK●
南向き　日当良好　システムキッチン●
ペット（猫のみ）可　一新小・西山中校区●

花園６丁目売地
680　万円

花園校前バス停歩６分●
地１７８㎡（５３.８４坪）●
唖山林茜一低●
娃４０％阿８０％　分譲地内●
北側約４ｍ公道●

新町３丁目売地
7,000　万円
蔚山町電停歩３分●
地２８１.３１㎡（８５.１０坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
西側道路　現在更地●
３.３㎡（坪）８２.３万円●

本山町売マンション
2,180　万円
世安町バス停歩１分　４LDK●
挨９４.７９㎡（２８.６７坪）H４年１月築　●
哀愛１５,９００円　１４階建１４F　最上階●
サーパスシティ熊本　向山小･江南中●
R１年５月内装リフォーム済●

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

不知火町亀松売家
700　万円

亀尾郵便局前バス停歩１２分●
地１９０.０９㎡（５７.５０坪）姶２台●
建１０１.８４㎡（３０.８０坪）２ＬＤＫ●
木造２階建　Ｈ７年５月築●
不知火小・不知火中校区●

大津町陣内売家
2,100　万円
陣内バス停歩４分●
地９８９.３２㎡（２９９.２６坪）●
建１３２.０４㎡（３９.９４坪）Ｓ４７年月不詳築●
木造２階建　付属建物有●
大津南小・大津中校区●

大津町大津売家
2,100　万円
引の水バス停歩４分●
地９８３.４１㎡（２９７.４８坪）●
建１３８.２９㎡（４１.８３坪）●
木造２階建　Ｈ５年３月築●
大津小・大津中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（４）第４３８６号 緯０９６（３６４）５０１０渥
http://www.best-green.jp 田舎不動産専門店　セブン熊本県知事（７）第３４０８号

田舎の家/土地求む！求む！求む！求む！
別荘/郷里の家
竹林/クヌギ林

山都・阿蘇・小国
天草・九重・竹田

緯０９６（３２４）４３２１
０９０（４９９８）８４８８

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区湖東２丁目売家
4,860　万円
湖東町バス停歩１分●
地４９２.２１㎡（１４８.８９坪）●
建２４４.３４㎡（７３.８８坪）Ｈ２年５月築●
７ＬＤＫ＋納戸（４帖）　トイレ３ヶ所●
２Ｆ：流し台・シャワー室・トイレ・洗面●

㈲中村巌不動産 緯０９６（３８４）２０５７渥熊本県知事（１３）第９６０号

中央区八王寺町売地
2,500　万円
八王寺新道バス停歩２分●
地１５９.５６㎡（４８.２６坪）●
唖宅地茜準工●
娃６０％阿２００％●
鉄骨造古家有　間口１５m●

東区花立３丁目売地
2,902　万円
花立公園前バス停歩２分●
地２７４.１８㎡（８２.９４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
桜木小・桜木中校区　●
区画整理地域●

中央区国府１丁目貸アパート
月額4.3　万円
国府電停歩２分●
挨４５.４５㎡（１３.７４坪）１ＬＤＫ●
Ｓ５５年２月築　２階建１Ｆ●
穐２ヶ月　Ⓟ５,０００円　エアコン付●
Ｒ１年９月内装リフォーム済●

東区保田窪３丁目売地
1,650　万円
新南部入口バス停歩５分●
地２３０㎡（６９.５７坪）●
唖雑種地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
新規造成　建築条件なし●

緯０９６（３８０）３９１１握

熊本県知事（８）第２９１０号

㈲太平不動産
緯０９６（３８２）３２６７渥

熊本県知事（１０）第２１６４号

㈲アナミ宅建企画

東区月出１丁目売地
Ｒ１年９月旧価格　　Ｒ２年３月新価格

2,138　➡1,980　万
円

万
円

三郎バス停歩３分●
地３３６.８５㎡（１０１.８９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
月出小、錦ヶ丘中校区●

西原村布田売家
1,300　万円
高遊バス停歩４分　３ＬＤＫ●
地３５９.１２㎡（１０８.６３坪）平家建●
建９８.１７㎡（２９.６９坪）Ｓ６３年１１月築●
上水道・下水道・プロパンガス●
山西小・西原中校区●

緯０９６（３８０）９００７渥

熊本県知事（３）第４５９３号

㈱ベストプランツ

南小国町満願寺売家
1,500　万円
下田原バス停歩４分　別棟作業小屋有●
地１,３１０.３６㎡（３９６.３８坪）平屋建●
建９８.２５㎡（２９.７２坪）S４９年１０月築●
田舎暮らし適　温泉権有　家庭菜園●
田の原温泉（黒川温泉より約３㎞）●

緯０９６（３８５）２５７３渥
熊本県知事（７）第３２４５号

㈲マーキュリー

西原村布田売家

1,500　➡1,380　万
円

万
円

西原台バス停歩１０分●
地１８６.５９㎡（５６.４４坪）Ⓟ２台可●
建９１.８３㎡（２７.７７坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２１年５月築　閑静な住宅地●

Ｒ１年１１月旧価格　Ｒ２年３月新価格

菊陽町武蔵ヶ丘２丁目売家
1,932　万円
武蔵ヶ丘車庫前バス停歩１分●
地３１９.５２㎡（９６.６５坪）木造平屋建●
建１１７.３７㎡（３５.５０坪）Ｓ５３年３月築●
Ｈ３年８月増築　武蔵ヶ丘北小・武蔵ヶ丘中●
角地　ムサシプラザ・銀行・郵便局６００ｍ●

東区新外３丁目売地
1,580　万円
新外中通りバス停歩５分●
地２８９.２１㎡（８７.５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
元アパート跡地　更地●
スーパー・銀行・病院・居酒屋等徒歩圏内●

熊本県知事（１４）第７３０号

通産商事㈲
緯０９６（３７１）９１００渥
０９０（７４５０）５３７８（小森田）

天草市有明町須子売別荘
500　万円

有明町須子バス停歩１５分●
地１４５.７７㎡（４４.１０坪）木造２階建●
建１０７.８０㎡（３２.６坪）H１８年１０月築●
１階車庫、倉庫　３階ロフト●
別荘地内　海岸沿　景観良●

天草市有明町須子売別荘
470　万円

有明町須子バス停歩１６分●
地１３７.８８㎡（４１.７１坪）●
建３４.０３㎡（１０．２９坪）●
木造平家建　H１４年１０月築●
令和元年１０月増築●

エヌケイ企画 緯０９６（３８１）３２０５渥熊本県知事（４）第４３２５号

海際
景観良

八代市古閑中町売家
1,690　　　渥万

円
（
税
込
）

古閑中町バス停歩５分　５ＬＤＫ＋納戸●
地２５０.０６㎡（７５.６４坪）木造２階建●
建１４９.５８㎡（４５.２４坪）Ｈ８年８月築●
屋根は陶器瓦で収納多めの注文住宅●
ガスストーブ利用可　八千把小・第四中●

宇土市花園町売地
600　　渥万

円
花園橋バス停歩１分●
地２４２㎡（７３.２０坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
松橋バイパス車で１分（６００m）●
花園小約７００m　鶴城中約２.４㎞●

上水道・
井戸水使用
浴室１.２５坪
物置有り

R１年１２月外壁
塗装工事済

尾ノ上１丁目売地
3,000　　渥万

円
尾ノ上小学校前バス停歩３分●
地２６５.７３㎡（８０.３８坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
北西角地　６m道路●
尾ノ上小・錦ケ丘中校区●

㈲熊コーポレーション 緯０９６（３８４）６１２３熊本県知事（１）第５２１６号
HPにて公開中！

ゆう

戸島西１丁目売地
900　　渥万

円
西戸島団地バス停歩６分　門扉有●
地１３４.１０㎡（４０.５６坪）整形地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　長嶺小・長嶺中●
県道戸島熊本線約３３０ｍ　飲食店・買物充実●

鹿帰瀬町売地
1,200　　握万

円
鹿帰瀬バス停歩５分　建築条件無●
地２２３.３３㎡（６７.５５坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
県民総合運動公園隣接　南西角地●
託麻北小・東部中　開発分譲地内●

youcorporation.jp

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。

売買
益城町赤井売地

299.6　万円
五楽バス停歩４分●
地２８２.９８㎡（８５.６０坪）●
唖農地茜調整娃７０％阿４００％●
集落内開発制度区域、農転、開発費用別途●
校区/飯野小、益城中●

緯０９６（３６９）１６９７渥

熊本県知事（２）第４８１８号

㈱環境開発計画

東区小山４丁目売地
6,558　万円
戸島農協前バス停歩４分●
地１,０８４㎡（３２７.９１坪）●
唖雑種地茜調整●
現況渡し、県道熊本空港線沿●
一部開発許可（ドライブイン）済●

緯０９６（３８２）０５１４渥

熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設 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

緯０９６６（２２）２３１１渥不動産のウラタ㈱

人吉市願成寺町貸家
月額10　万円
願成寺バス停歩８分　２ＤＫ●
建５７.９７㎡（１７.５３坪）Ｓ４７年１月築●
木造平家建　保証金３０万円●
Ｈ２９年３月リフォーム済　姶５台●
浴室乾燥機　要家財保険加入● 土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

ペット対応（大型ペット相談可）
敷地広し４２９.８㎡（１３０坪）

熊本県知事（１１）第１６９４号


