
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

花立６丁目新築一戸建
2,590　万円
北花立・県畜産会館前バス停歩２分●
地１４０.２８㎡（４２.４３坪）木造２階建●
建９５.６４㎡（２８.９３坪）Ｒ２年５月築●
４ＬＤＫ　システムキッチン　南向き●
フラット３５・３５S適合証明書あり●

広木町新築一戸建
2,590　万円
水源バス停歩７分　姶３台●
地１４４.３３㎡（４３.６６坪）木造２階建●
建９６.０５㎡（２９.０５坪）Ｒ２年４月築●
４ＬＤＫ＋WIC　システムキッチン●
フラット３５・３５S適合証明書あり●

宇土市南段原町売地
5,800　万円
入地バス停歩３分●
地１,２２７.８９㎡（３７１.４４坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
現況更地　二方道路　現状渡し●
マンション・アパート事業用地適●

東町３丁目売マンション
3,430　万円
運輸支局バス停歩２分　４LDK＋WIC●
挨７７.１９㎡（２３.３４坪）姶有●
H２９年５月築　２面逢３１.１７㎡●
哀愛１６,４００円　RC１４階建４F●
西向き　角部屋　全居室収納●

出水７丁目新築一戸建
2,390　万円
長溝団地入口バス停歩５分●
地１２９.９５㎡　姶２台●
建９７.９１㎡　Ｒ２年３月築●
木造２階建　４ＬＤＫ●
出水南小・出水南中　収納豊富●

売買
八代市迎町１丁目売地
524　万円

迎町（ゆめ）バス停歩３分●
地２０３.７７㎡（６１.６４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
古家有　解体更地渡し●
麦島小約６００ｍ　八代第三中校区●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

大津町大津売地
778　万円

美咲野団地バス停歩５分●
地１７３㎡（５２.３坪）３.３㎡（坪）１４.８万円●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
美咲野小･大津北中校区●
全２区画分譲地内　建築条件付●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（３）第４５９８号

KAZUホーム㈱ 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

菊陽町原水分譲宅地
1,030　万円
原水駅前バス停歩１４分●
地２０２.１０㎡（６１.１３坪）●
～２０９.８８㎡（６３.４８坪）
唖山林（造成宅地渡し）●
茜無指定娃７０％阿２００％●

緯０９６（２４８）６１８７渥
[西武ホーム]で検索㈲西武ホーム熊本県知事（８）第３０６８号
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菊陽北小・菊陽中校区

販売
4区画

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（３４６）８１８１渥
熊本県知事（２）第５０８６号

株式会社YPLAN

高森町色見売地
158　万円

前原田楽前バス停歩２０分●
地５２４.００㎡（１５８.５１坪）更地●
唖山林茜無指定娃３０％阿６０％●
自然豊かな四季を感じれる別荘地●
木立の緑があふれた環境です●

南区城南町東阿高売アパート
3,250　万円
御領バス停歩８分●
地１,３７４.６１㎡（４１５.８１坪）●
建３９７.４８㎡（１２０.２３坪）Ｈ８年１０月築●
木造２階建　３ＬＤＫ×６戸●
利回り１２.３５％可　内覧可能●

北区植木町広住売家
2,080　万円
五霊中学校前バス停歩９分●
地１８３.６７㎡（５５.５６坪）木造２階建●
建１３２㎡（３９.９３坪）Ｈ２３年１０月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ・書斎　省令準耐火構造●
オール電化　日当良好　植木小・五霊中●

緯０９６（３７５）７１３１渥㈱たたら不動産国土交通大臣（１）第９５９４号

合志市須屋売アパート
2,800　万円
三ツ石駅歩７分　２ＤＫ×８戸●
地４９６.００㎡（１５０.０４坪）木造２階建●
建３４６.５６㎡（１０４.８３坪）Ｈ１年４月築●
西合志南小・西合志南中校区●
満室想定利回り１１.７４％可●

中央区水前寺公園売マンション
3,480　万円
水前寺グランド通りバス停歩４分●
挨８６.７２㎡（２６.２３坪）Ｈ２７年１月築●
哀愛姶３０,７００円　ＲＣ１０階建１０Ｆ●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　最上階角部屋　逢１６.６３㎡●
ペット・楽器相談　閑静な住宅街●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

中央区西子飼町売店舗
2,980　万円
子飼橋バス停歩３分●
地７５.８０㎡（２２.９３坪）●
建１１０.７８㎡（３３.５１坪）Ｈ１７年５月築●
１Ｆ：店舗＋１ＬＤＫ　２Ｆ：３室・納戸・風呂●
子飼商店街内　２方道路●

㈲中村巌不動産 緯０９６（３８４）２０５７渥熊本県知事（１３）第９６０号

中央区八王寺町売事務所
2,500　万円
八王寺新道バス停歩２分●
地１５９.５６㎡（４８.２６坪）鉄骨造３階建●
建１５５.５２㎡（４７.０４坪）S５３年６月築●
１F：駐車場　２F：事務所・住居２K●
３F：３室＋納戸（４帖）　各階トイレ●

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●

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㎡（７３.９１坪）Ｈ２年５月築●
７ＬＤＫ＋納戸（４帖）２F：防音室有●
２Ｆ：流し台・シャワー室・トイレ・洗面有●

東区月出１丁目売地
1,936　万円
三郎バス停歩２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●
３.３㎡（坪）１９万円●

緯０９６（３８２）３２６７渥

熊本県知事（１０）第２１６４号

㈲アナミ宅建企画

菊陽町武蔵ヶ丘２丁目売家
1,800　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）

京町本丁売マンション
3,150　万円
往生院前バス停歩１分　逢２８.８５㎡●
挨９３.７１㎡（２８.３４坪）Ｈ２６年１０月築●
哀愛２１,０１０円　姶有　ＲＣ１４階建５Ｆ●
４ＬＤＫ　ペット可　壺川小・京陵中校区●
コンシェルジェサービス付　ラウンジ完備●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社

オープン●●
００/００土００日００：００～００：００
オープンルーム

７/４土５日１１：００～１６：００

緯０９６（３８７）４４１６渥㈱ホワイトホーム

菊陽町花立２丁目売店舗付住宅

3,200　万円
花立車庫前バス停歩１分●
地４０６.０３㎡（１２２.８２坪）姶１４台可●
建１７８.４３㎡（５３.９７坪）Ｓ５４年１２月築●
木･鉄骨造２階建　２階住居４ＤＫ●
H２９年３月全面リフォーム済●

熊本県知事(３)第４６９７号

☆事業物件向（年利廻り９％可）
☆１階店舗
☆２階住宅（玄関別）
☆飲食店居抜き物件
☆厨房機器一式・空調完備付

オープンハウス７/４土５日１０：００～１８：００

4９

合志市須屋売貸家
2,500　万円
熊本電鉄須屋駅歩４分●
地５４８.９５㎡（１６６.０６坪）●
建２棟１１３.０３㎡　７０.３９㎡●
茜一中　月額９.６万円で賃貸中●
年利回り４.６％可　S５３年６月築●

龍田陳内２丁目売地
600　万円

建山入口バス停歩９分●
地１１９㎡（３６坪）現況更地●
唖山林茜二低娃５０％阿１００％●
ビオトープ立田の杜内●
龍田西小２００ｍ●

エヌケイ企画 緯０９６（３８１）３２０５渥熊本県知事（４）第４３２５号

松橋町松橋新築一戸建
2,390　万円
松橋駅歩７分●
地１５９.８０㎡（４８坪）姶３台可●
建９５.９８㎡（２９坪）３ＬＤＫ●
Ｒ２年２月築　全室照明付き●
エアコン１台（ＬＤＫ）付き●

玉名市中新築一戸建
2,480　万円
玉名駅歩８分●
地２４７.９５㎡（７５坪）姶３台可●
建１０１.２５㎡（３０坪）４ＬＤＫ●
Ｒ１年１０月築　全室照明付き●
エアコン１台（ＬＤＫ）付き●

しんわ不動産㈱ 緯０９６（３７３）１６６６握熊本県知事（３）第４５４５号

オープンハウス実施中
毎週土曜日１１時～１５時

オープンハウス実施中
毎週土曜日１１時～１５時

㈲熊コーポレーション

鹿帰瀬町新築一戸建
3,230　　　握万

円
（
税
込
）

鹿帰瀬町バス停歩５分　姶４台可●
地２０４.８４㎡（６１.９６坪）宅配ＢＯＸ●
建９５㎡（２８.７４坪）Ｒ２年５月築●
オール電化　減震効果のUFO‐E●
４ＬＤＫ　県民総合運動公園隣接●

HPにて公開中！
熊本県知事（１）第５２１６号

宇土市花園町売地
400　　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㎞●

全室ＬＥＤ照明・カーテン

ゆう

Ｅ
Ｖ
車
充
電
設
備

リ
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ン

緯０９６（３８４）６１２３
熊コーポレーション 検索

鹿本町来民売地
1,024　　握万

円
来民中町バス停歩２分●
地４２３.０２㎡（１２７.９６坪）古家有●
唖宅地茜無指定　建物解体渡し●
来民小・鹿本中校区　事務所・店舗用地適●
国道３２５号線・郵便局・銀行・スーパー近隣●

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。

帯山３丁目売１棟マンション

2億3,000　　万円（税込）
神水交差点電停歩２４分●
地８５４.１９㎡（２５８.３９坪）ＲＣ５階建●
建１,０６０.１７㎡（３２０.７０坪）Ｈ２２年３月築●
４ＬＤＫ×１０戸　一部賃貸中●
オーナーチェンジ●

三井住友トラスト不動産㈱　熊本センター 　０１２０（１５０）１５４渥
http://smtrc.jp

国土交通大臣（９）第３３９７号
中央区手取本町２‐５　熊本通町ビル５F

千葉城町売１棟マンション

3億6,480　　万円（税込）
熊本城・市役所前電停歩１３分●
地１,１７８.９７㎡（３５６.６３坪）●
建１,１２９.８９㎡（３４１.７９坪）H２４年２月築●
１LDK×２７戸　RC９階建●
オーナーチェンジ●

水前寺公園売１棟マンション

4億880　　万円（税込）
市立体育館前電停歩１２分●
地４８７.４８㎡（１４７.４６坪）●
建１,５３９.９１㎡（４６５.８２坪）H２３年８月築●
３LDK×１８戸　RC１０階建●
オーナーチェンジ●

本荘５丁目売１棟マンション

2億290　　万円（税込）
河原町電停歩１０分●
地４２４.１２㎡（１２８.２９坪）RC５階建●
建７１９.４６㎡（２１７.６３坪）R１年１２月築●
１R×８戸　１LDK×８戸●
オーナーチェンジ●

本山４丁目売１棟アパート

5,000　万円
祇園橋電停歩１２分●
地１４４.２１㎡（４３.６２坪）●
建１３７.７０㎡（４１.６５坪）H２８年１１月築●
１K×６戸　木造２階建●
オーナーチェンジ　現況満室●

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！！

人吉市南泉田町貸店舗
月額5　万円

山田橋バス停歩５分　葵３,３００円●
建３４.８３㎡（１０.５３坪）Ｓ４１年１月築●
木造瓦葺平家建　保証金２０万円●
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●

事業用


