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熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

小川町南小野売地
350　万円

三軒屋バス停歩２５分　建築条件無●
地４２２.７２㎡（１２７.８７坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
大空保育園・小野部田小約４５０ｍ●
小川中約２.３㎞　イオンモール約２.５㎞●

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㈱

宇土市岩古曽町売家
800　万円

下花園バス停歩１３分●
地２３３.６５㎡（７０.６７坪）５ＬＤＫ●
建１０７.２２㎡（３２.４３坪）Ｈ６年１０月築●
眺望良し　木造セメント瓦２階建●
３号線近隣　閑静な住宅地●

緯０９６（３６６）５５１５渥

熊本県知事（８）第２７８２号

㈲天草不動産商会

事業用
㈱アズマシティ開発 緯０９６（２１３）０８０８渥熊本県知事（７）第３４３７号

菊池郡大津町室売マンション
4億円

ＪＲ「肥後大津」駅歩８分●
地１,７３２㎡（５２３.９３坪）●
建１,９９２.８６㎡（６０２.８４坪）Ｈ２８年３月築●
１ＬＤＫ１戸　２ＤＫ１７戸　２ＬＤＫ１８戸●
大津駅徒歩圏内●

中央区八王寺町売マンション
1億5,000　万円
八王寺団地前バス停歩５分●
地８２２.００㎡（２４８.６５坪）●
建８３３.９１㎡（２５２.２５坪）H６年８月築●
３LDK１２戸●
RC造　３階建　浜線BP近く●

中央区神水２丁目売マンション
3億5,000　万円
神水電停歩４分●
地４４３.２６㎡（１３４.０８坪）●
建１,１６８.８９㎡（３５３.５８坪）H２７年２月築●
１LDK２７戸●
RC造　１０階建　東バイパス沿い●

菊陽町原水売マンション
2億7,000　万円
村の上バス停歩６分●
地９２８㎡（２８０.７２坪）●
建１,３７７.５７㎡（４１６.７１坪）Ｈ２５年２月築●
１ＬＤＫ１８戸　２ＬＤＫ９戸●
ＲＣ造　９階建●

菊陽町津久礼売アパート
9,300　万円
東ヶ丘団地バス停歩３分●
地３１５.５４㎡（９５.４坪）●
建２５６.２４㎡（７７.５１坪）Ｒ２年３月築●
１ＬＤＫ８戸●
木造２階建　各部屋ロフト付●

宇土市古保里町売アパート
4,000　万円
上松山バス停歩１４分●
地５４２.００㎡（１６３.９５坪）●
建３３３.２６㎡（１００.８１坪）Ｈ１０年３月築●
２ＬＤＫ１戸　３ＤＫ５戸●
鉄骨造　２階建●

宇土市栗崎町売アパート
1億円

入地町バス停歩２０分●
地１,６５１.９５㎡（４９９.７１坪）●
建７３０.３６㎡（２２０.９３坪）Ｈ１８年９月築●
２棟２ＤＫ７戸　２ＬＤＫ７戸●
木造２階建●

菊池市泗水町永売地
350　　渥万

円
高江バス停歩２７分●
地５１０.００㎡（１５４.２７坪）現況更地●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水東小校区　平坦　即時引渡し可●
子育てに優しい住環境です●

菊池市七城町砂田売地
550　　握万円
出水バス停歩２分●
地３１８.５５㎡（９６.３６坪）●
唖田茜無指定　建築条件なし●
上水道はボーリング必要（買主負担）●
現況更地、七城郵便局まで約２５０ｍ●

菊池市泗水町吉富売家
895　　渥万

円
花房　富の原バス停歩１０分●
地１５９.６０㎡（４８.２７坪）４LＤＫ●
建１１６.２７㎡（３５.１７坪）Ｓ５５年７月築●
Ｈ１２年５月水回り・内装リフォーム済み●
姶２台有、エアコン２台、木造２階建て●

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

八代市横手新町売家
3,500　万円
産交バス「田中西町」バス停歩３分●
地４１９.８０㎡（１２６.９８坪）５ＬＤＫ●
建２４６.５２㎡（７４.５７坪）Ｓ５５年５月築●
八千把小・第四中校区　１Ｆ倉庫利用可●
田中西町交差点約８０ｍ●

八代市古閑中町売家
900　万円

産交バス「古閑中町」バス停歩４分●
地３１６.４６㎡（９５.７２坪）４ＤＫ●
建１２０.９３㎡（３６.５８坪）Ｓ５１年３月築●
八千把小・第四中校区　姶１台（１台増設可）●
セブンイレブン古閑中町店５６０ｍ●

㈱共生住建 緯０９６（３２５）１５１１渥熊本県知事（５）第３８９１号

オープンハウス
７/１８土１９日１０：００～１８：００

下益城郡美里町馬場２４２‐５ナビ検索

下益城郡美里町売家
1,000　万円
産交バス「美里町役場中央庁舎前」バス停歩４分●
地４５９.３８㎡（１３８.９６坪）５ＤＫ●
建１４５.９０㎡（４４.１３坪）Ｓ５９年１０月築●
鉄筋２階建、駐車場有、中央小約８００ｍ●
ナフコ美里店約４００ｍ、オール電化●

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

植木町一木売地
790　万円

五霊中学校前バス停歩１１分●
地２４３.５３㎡（７３.６６坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北側４ｍ公道　日当良好●

建築条件無　植木小・五霊中校区

和泉町売地
600　万円

和泉バス停歩５分●
地４１０㎡（１２４坪）建築条件無●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
日当良好　西里小・北部中●
高台　角地　西回りバイパス近隣

西梶尾町売家
1,480　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

山室５丁目売地
1,540　万円
化血研バス停歩３分●
地２５５.１２㎡（７７.１７坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
２方道路　北西角地　日当良好●
高平台小・京陵中校区　建築条件無

出町売マンション

1,120　万円
岩立小路バス停歩１分　逢４３.８８㎡●
挨９８.３７㎡（２９.７５坪）Ｈ１年１１月築●
哀愛２０,５９２円　ＳＲＣ１１階建９Ｆ　４ＬＤＫ●
Ｈ３０年７月水回り交換　池田小・京陵中●

東南角部屋　ペット可　附属小歩８分（６０７ｍ）
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池田１丁目売地
1,100　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１丁目売家
2,280　万円
電鉄堀川駅・バス停歩４分　５ＬＤＫ●
地１７８.１２㎡（５３.８８坪）木造２階建●
建１２４.８４㎡（３７.７６坪）Ｈ５年１月築●
カーポート付（姶３台）　城北小・清水中●

Ｈ２７年１月リノベーション済　耐震計算済

清水万石２丁目売地
1,080　万円
茶屋原バス停歩４分　日当良好●
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●

建築条件無　清水小・竜南中校区

高平１丁目売地
1,080　万円
高平南公園バス停歩１分●
地２０２㎡（６１坪）実測面積●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北西角地　日当良好　実測売買●

建築条件無　高平台小徒歩１分（８０ｍ）

貢町売地
980　万円

秋鯰バス停歩１分●
地２３９㎡（７２.２９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　西里小・北部中●

南西角地　建築条件無　鈴麦線沿

大窪３丁目売地
880　万円

五戸窪バス停歩６分●
地２０４.３９㎡（６１.８２坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南面道路　日当良好　建築条件無●
高平台小・京陵中校区

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

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

万町１丁目売マンション
1,598　万円
商工会議所バス停歩４分　３ＬＤＫ●
挨６７.２９㎡（２０.３５坪）Ｈ１年７月築●
哀愛１６,０７０円　ＳＲＣ１１階建５Ｆ　姶有●
Ｒ１年１１月全面リフォーム済　即入居可●
五福小･藤園中校区　交通･生活便良●

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●

米屋町３丁目売マンション
1,798　万円
ニュースカイバス停歩３分　４ＬＤＫ　●
挨８３.３４㎡（２５.２１坪）Ｈ３年１１月築●
哀愛１５,５００円　ＳＲＣ１４階建２Ｆ　２面逢●
Ｒ２年２月室内リフォーム済●
サクラマチクマモト徒歩圏内●

上鍛冶屋町売マンション
1,298　万円
河原町バス停歩２分　３ＬＤＫ　２面逢●
挨６９.３０㎡（２０.９６坪）Ｓ６１年８月築●
哀愛１６,５９０円　ＳＲＣ１１階建４Ｆ　姶有●
角部屋　家具･照明･エアコン付●
サクラマチクマモト徒歩圏内●

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●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

薬園町売地
3,700　万円
薬園町バス停歩１分●
地３３７.８８㎡（１０２.２０坪）●
唖宅地茜近商・一住娃８０％阿３００％●
２０２１年３月末まで借地契約あり●
賃料１８万円/月●

緯０９６（２０１）２１９０渥

熊本県知事（１）第５３６６号

青晴不動産コンサルティング㈱

中央区大江１丁目売マンション
1,880　万円
大江川鶴バス停歩４分●
挨８３.７６㎡（２５.３３坪）Ｈ８年２月築●
哀愛３６,７２０円　ＲＣ６階建４Ｆ●
３ＬＤＫ　逢１７.５８㎡　ヴェルビュ新屋敷東●
オートロック　姶有　大江小・白川中校区●

宇土市古保里町売アパート
4,000　万円
善道寺バス停歩２分　姶７台●
地５４２.００㎡（１６３.９６坪）鉄骨造２階建●
建３３３.２６㎡（１００.８１坪）Ｈ１０年３月築●
大東建託施工　３ＤＫ・２ＬＤＫ　計６戸●
満室時年収４,１４９,３３６円可●

㈱アイアース不動産熊本県知事（２）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

中央区水前寺３丁目売マンション
500　万円

北水前寺バス停歩１分●
挨５９.８９㎡（１８.１１坪）Ｓ４９年３月築●
哀愛１５,０００円　ＳＲＣ１３階建５Ｆ●
３ＬＤＫ　託麻原小・帯山中校区●
ＪＲ水前寺駅歩８分　生活・買物便利●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６
　０８０（１７３１）９０２８

西区横手３丁目売地
960　　握万

円
戸坂入口バス停歩４分●
地１９４.５４㎡（５８.８坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％●
高台　眺望良し●

西区池田２丁目売地
1,170　　握万

円
富尾団地バス停歩７分●
地２５９.９３㎡（７８坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
池田小・井芹中校区●

北区龍田弓削１丁目売地
900　　渥万

円
武蔵塚駅歩１５分●
地２３１㎡（６９.８８坪）●
唖山林（現況宅地）茜一住●
娃６０％阿２００％●
白川沿　眺望良し●
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