
事業用
中央区新町４丁目売アパート

3億2,000　万円
新町電停歩３分●
地５５８.５７㎡（１６８.９７坪）●
建１,７４６.０６㎡（５２８.１８坪）●
Ｈ９年１月築　姶１５台●
交通利便良好　茜商業●

東区尾ノ上４丁目売アパート
1億5,500　万円
新外入口バス停歩５分●
地１,４９２.１１㎡（４５１.３６坪）●
建１,１１２.８０㎡（３３６.６２坪）●
Ｈ２年２月築●
茜準工娃６０％阿２００％●

西区島崎２丁目売アパート
1億3,700　万円
日向崎バス停歩６分●
地６４５.７５㎡（１９５.３４坪）●
建①３４４.２５㎡（１０４.１４坪）●
建②３８２.５０㎡（１１５.７０坪）●
Ｈ３年３月築　姶１０台●

鹿児島県霧島市売アパート
3,000　万円
国分駅歩１０分●
地２,５４３.０４㎡（７６９.２７坪）●
建１,１７９.１４㎡（３５６.６９坪）４棟合計●
木造２階建×４　Ｓ６１年１０月築･●
Ｈ１年３月築×２･Ｈ２年３月築

㈱アパートナー　米屋町店国土交通大臣（５）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F 緯０９６（３２７）０５１１渥　（担当/青山・一野）

満室時利回り９.２０％可
★全３５世帯（１ＬＤＫ･２ＬＤＫ）
★土地１６８.９７坪有り
★鉄筋コンクリート８階建
★ゆめマート約２００ｍ
★最寄りコンビニ約３００ｍ
★サクラマチクマモト約１㎞
★周辺環境充実

土地４５１.３６坪有り
★全１６世帯
　（３ＬＤＫ：６９.６０㎡）
★駐車場２２台有り
★鉄筋コンクリート４階建
★満室時利回り７.９０％可
★周辺買物利便良好

満室時利回り１０.１７％可
★全３３世帯（１Ｋ）
★土地１９５．３４坪有り　３方道路
★鉄筋コンクリート３階建×２棟
★ゆめマート約４５０ｍ
★慈恵病院約７５０ｍ
★太陽光売電収入有り
★３１/３３部屋入居中

満室時利回り３７.２５％可
★１号棟（１Ｋ×１２戸）
★４号棟（１Ｋ×１２戸）
★５号棟（２Ｋ×８戸）
★６号棟（１Ｋ×１６戸）
★全４８戸中５戸入居中

宇土市南段原町売アパート
1億7,300　万円
入地町バス停歩３分　３ＤＫ×２０戸●
地１,９１４.７５㎡（５７９.２１坪）●
建１,２３６.８５㎡（３７４.１５坪）２棟合計●
Ｈ１１年２月築･Ｈ９年２月築　姶４１台●
ＲＣ４階建･３階建　利回り９.１２％可●

中央区渡鹿５丁目売アパート
1億1,500　万円
江南病院前バス停歩２分　全２７世帯●
地６３７.６４㎡（１９２.８９坪）姶６台●
建７８１.０４㎡（２３６.２６坪）２棟合計●
Ｈ５年３月築･Ｓ４７年１２月築　●
ＲＣ４･３階建　利回り９.０６％可●

菊池市泗水町吉富売地
950　　渥万

円
老人ホーム前バス停歩２分●
地７３３.００㎡（２２１.７３坪）現況更地●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
分筆可能ですが別途、造成工事が必要●
住宅用地・店舗用地として利用可能●

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）●
唖宅地茜無指定　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地
2,800　　渥万

円
「養生園」バス停歩６分●
地２,４６４.００㎡（７４５.３５坪）現況更地●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
ファミリーマート菊池木柑子店１６８ｍ●
アパート・住宅用地に適、５条申請許可要●

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●

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市泗水町豊水売地
875　　渥万

円
「富」バス停歩６分●
地３１５.６３㎡（９５.４７坪）現況建物有●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
解体整地渡し、上下水道引込み済●
人気の泗水小学校校区内です！●

売買
泗水町吉富売家

1,598　万円
富バス停歩６分　姶４台可●
地４７５.３３㎡（１４３.７８坪）５ＬＤＫ●
建１２９.３９㎡（３９.１４坪）●
Ｓ４９年１１月築　Ｓ５６年月不詳変更増築●
Ｒ２年７月全面リフォーム済●

緯０９６（２８８）３８５０渥
熊本県知事（２）第４８３９号

㈱エトウ

◆システムキッチン
◆システムバス
◆洗面化粧台
◆トイレ　◆クロス全面
◆床全面、フロア材
◆ナビ：泗水町吉富２６８５‐２

下記新品です！！

三井住友トラスト不動産㈱　熊本センター国土交通大臣（９）第３３９７号
中央区手取本町２‐５　熊本通町ビル５F

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）RC１０階建●
建１,５３９.９１㎡（４６５.８２坪）H２３年８月築●
現況/賃貸中　現年収２,８８５.８万円●
（R２.７/３０確認）３LDK×１８戸

九品寺４丁目売１棟マンション

3億5,480　　万円（税込）
九品寺交差点電停歩８分●
地３７０.７７㎡（１１２.１５坪）RC１０階建●
建１,２２３.４４㎡（３７０.０９坪）H２３年２月築●
現況/賃貸中　現年収２,３２８万円●
（R２.８/１８確認）１LDK×２７戸

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●
現況/賃貸中　現年収１,２６３.９万円●
（R２.８/１８確認）４LDK×１０戸

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）RC９階建●
建１,１２９.８９㎡（３４１.７９坪）H２４年２月築●
現況/賃貸中　現年収２,５０３.９万円●
（R２.８/１８確認）１LDK×２７戸

新屋敷１丁目売家
1億4,800　万円
水道町電停歩１２分　姶５台●
地３３６.１８㎡（１０１.６坪）ＲＣ３階建●
建２５３.８４㎡（７６.７８坪）Ｈ１３年４月築●
６ＬＤＫ　冨坂建設施工の２世帯住宅●
防音室有　白川を臨む　ゆめタウン大江９８０ｍ●

　０１２０（１５０）１５４渥
http://smtrc.jp

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社

富合町廻江売家
3,150　万円
南区役所前バス停歩３分　姶３台可●
地２６９.２５㎡（８１.４４坪）木造２階建●
建１０９.３０㎡（３３.０６坪）Ｈ２６年２月築●
４ＬＤＫ＋WIC　屋根裏部屋有　北西角地●
桧家住宅「スマートワンカスタム」●

オープンハウス
８/３０日１３：３０～１６：００泗水町豊水売地

750　万円
電鉄泗水孔子公園前バス停歩１５分●
地８２４.９４㎡（２４９.５５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
倉庫用建物あり●
（鉄骨造１５５.３８㎡：４７坪）

緯０９６８（２３）８０１５渥

熊本県知事（６）第３６７９号

㈲川口開発

植木町正清売地
6,000　万円
正清橋バス停歩６分●
地８,０９９.００㎡（２,４４９.９４坪）●
唖雑種地・山林茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　要開発許可●
植木インターより３.７㎞　国道３号線沿●

緯０９６（２３７）７４１４握

熊本県知事（３）第４７６３号

㈲グローバルコーポレーション

泗水町吉富売家
1,380　万円
富の原バス停歩１１分　区画整理地内●
地１６６.５６㎡（５０.３８坪）角地●
建７４.１２㎡　Ｓ６３年１２月築　姶４台●
Ｒ２年５月内外装リフォーム済　３ＬＤＫ●
ナビ：泗水町吉富２０５‐１８８●

緯０９６（３６７）５００５握

熊本県知事（５）第３９２２号

㈱熊本東タカミホーム

植木町鐙田売家
1,753　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３９㎡（８９.０５坪）３ＬＤＫ●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
人気の平家建　未使用建物●
南側広い庭　閑静な住環境●

緯０９６（２７２）４５５２握

熊本県知事（８）第２９６９号

㈲男澤建設

菊陽町武蔵ヶ丘２丁目売家
1,700　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）

宇土市神合町売家
1,480　　万円

（
税
込
）

石橋・佐伯商店前バス停歩６分●
地２９８.００㎡（９０.１４坪）木造平家建●
建９４.４３㎡（２８.５６坪）Ｈ１年２月築●
Ｒ２年８月内外装リフォーム済　３ＬＤＫ●
姶３台　家庭菜園可　宇土小・鶴城中●

緯０９６４（２７）９４０１渥
熊本県知事（１）第５４２４号

ライトワーク㈱

オープンハウス
８/２９土３０日１３：００～１７：００

宇土市神合町３１７‐５カーナビ

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

御船町木倉売地
715　万円

恐竜博物館前バス停歩１０分●
地２１５㎡（６５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
御船高校近隣●
全６区画　開発物件●

西区横手２丁目売地
1,080　万円
春日寺前バス停歩５分●
地１９７．３４㎡（６０坪）●
唖宅地茜一住●
娃６０％阿２００％　高台●
３.３㎡（坪）１８万円●

北区龍田弓削１丁目売地
900　万円

武蔵塚駅歩１５分●
地２３１㎡（６９.８８坪）●
唖山林茜一住●
娃６０％阿２００％●
白川河川敷近隣　景観良し●

西原村小森売地
650　　渥万

円
西原台バス停歩１９分●
地３３０㎡（９９.８２坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
更地　建築条件無●
山西小・西原中校区●

㈲ライフプランニング 緯０９６（２７９）３８８９熊本県知事（７）第３４１６号

花園７丁目売家
780　　渥万

円
花園バス停歩３分●
地１４５.００㎡（４３.８６坪）●
建９８.８９㎡（２９.９１坪）●
木造２階建　Ｓ６２年９月築●
３ＬＤＫ＋納戸●

西原村小森新所売家
760　　渥万

円
西原台バス停歩１９分●
地２０７.５３㎡（６２.７７坪）１Ｒ●
建３５.９７㎡（１０.８８坪）Ｈ２８年９月築●
鉄骨造平屋建　ウッドデッキあり●
南面道路で日当良好　姶２台●

宇土市新開町売地
590　　握万

円
下新開バス停歩４分●
地３７３.８７㎡（１１３.１０坪）更地●
唖宅地茜無指定　建築条件無●
緑川小・住吉中校区●
ＪＲ緑川駅歩１０分●

八代市古閑上町売家
1,700　万円
消防署前バス停歩５分　姶２台●
地２５３.４１㎡（７６.６５坪）木造２階建●
建１４９.６６㎡（４５.２７坪）Ｓ４９年１２月築●
Ｈ３１年１１月内外装悪済　７ＬＤＫ　所有者居住中●
綺麗な和風住宅　八千把小・第四中●

黒髪６丁目売ビル
5,500　万円
一里木バス停歩４分　１Ｋ×１８戸●
地２７８.５２㎡（８４.２５坪）ＲＣ４階建●
建４１５.３９㎡（１２５.６５坪）Ｓ６２年３月築●
黒髪南キャンパス歩７分（５６０ｍ）●
現在満室　表面利回り１１.６％可●

春日８丁目売家
1,380　万円
田崎バス停歩５分　３ＬＤＫ●
地１６６.４２㎡（５０.３４坪）木造２階建●
建８４.１６㎡（２５.４５坪）Ｓ５２年１１月築●
春日小・花陵中校区　随時案内可能です　●
イオンタウン田崎約７５０ｍ●

緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号

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●

中央区大江１丁目売マンション
1,780　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●

中央区水前寺１丁目売マンション
2,590　万円
国府バス停・電停歩２分●
挨７７.４９㎡（２３.４４坪）Ｈ２７年４月築●
哀愛１０,９００円　ＲＣ１０階建２Ｆ●
３ＬＤＫ　シティライフ水前寺公園通り●
角部屋　２面バルコニー　利便性・程度良●

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

高平３丁目売家
1,180　万円
山室バス停歩７分　姶３台可●
地１５７.３４㎡（４７.５９坪）●
建８９.４８㎡（２７.０坪）３ＬＤＫ●
木造２階建　Ｓ４５年６月築●
Ｒ２年８月内外一部リフォーム済●

高平３丁目売マンション
980　万円

山室バス停歩４分●
挨７８.４６㎡（２３.７３坪）Ｈ２年７月築　●
哀愛９,５００円　姶５,０００円　１１階建２Ｆ●
Ｒ２年８月リフォーム済　４ＤＫ●
逢１３.７㎡　高平台小・京陵中校区●

山室５丁目売地
2,680　万円
ＫＭバイオ前バス停歩３分●
地６９８.５５㎡（２１１.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体更地渡し●
住宅用地・アパート用地適●
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清水亀井町売家
3,950　万円
電鉄亀井駅歩4分●
地７９３.３８㎡（２３９.９９坪）●
建１６４.０３㎡（４９.６１坪）●
Ｈ９年１月築　ＬＤＫ２２帖●
４ＬＤＫ+書斎･納戸･ＷＩＣ●

土地２３９坪　建坪４９坪のオール電化住宅

東南角地　全室南向き　姶４～６台可


