
八代市竹原町売家
2,000　万円
労災病院前バス停歩５分　姶２台●
地７１０.７４㎡（２１４.９９坪）木造２階建●
建２２０.１６㎡（６６.５９坪）Ｓ４３年７月築●
システムキッチン　シューズボックス●
８ＤＫ　お庭造りが素敵な日本家屋です●

八代市千丁町古閑出売家
1,280　万円
古閑出バス停歩８分　姶２台●
地１６９.１７㎡（５１.１７坪）木造２階建●
建１０３.５６㎡（３１.３２坪）Ｈ８年３月築●
５ＤＫ　バルコニー　オール電化●
千丁小約７００ｍ　千丁中約３５０ｍ●

八代市井揚町売地
1,200　万円
廻バス停歩２分　イオン約９５０ｍ●
地１,２３３.５５㎡（３７３.１４坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
古家有　解体更地渡し●
松高小・八代第一中校区●

緯０９６５（３２）６００３渥にしざき不動産熊本県知事（３）第４４６２号

楡木３丁目売マンション
2,950　万円
楡木小入口バス停歩１分●
挨９４.４５㎡（２８.５７坪）２ＬＤＫ●
Ｈ２５年９月築　南東逢３４.８１㎡●
哀愛１８,０００円　ＲＣ１０階建８Ｆ●
レクシアグランヒルズ楠中央通り●

月出１丁目売マンション
2,000　万円
油称バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨７１.６３㎡（２１.６７坪）Ｈ１８年１１月築●
哀愛１９,５３０円　姶有　ＲＣ１４階建９Ｆ●
日当・眺望良好　南面３室ワイドバルコニー●
ペット可　Ｈ３０年８月大規模改修工事済●

平成１丁目売アパート
9,000　万円
平成町バス停歩５分●
地８０２.０㎡（２４２.６０坪）Ｈ５年１２月築●
建３３１.２㎡（１００.１８坪）・３２５.４㎡（９８.４３坪）●
販売２棟　木造２階建　３ＬＤＫ×８戸●
満室時予定利回り６.４８％可●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

オープンルーム
１０/１１日１１：００～１６：００ 玉名市立願寺売家

1,480　　渥万
円

上立願寺バス停歩１分　７ＤＫ＋納戸●
地３３８.６３㎡（１０２.４３坪）木造２階建●
建１１７.０４㎡（３５.４０坪）Ｓ４８年１１月築●
南西角地　姶有　松尾医院まで５０ｍ●

日当良好　玉名町小・玉名中校区

鶴羽田４丁目売家
1,280　　渥万

円
上須屋バス停歩８分●
地２３１.４７㎡（７０.０１坪）木造２階建●
建１５２.３９㎡（４６.０９坪）Ｈ１年７月築●
５ＬＤＫ　閑静な住宅街●
北部東小・北部中校区

下硯川１丁目売地
1,480　　渥万

円
五戸窪バス停歩６分●
地４４０㎡（１３３.１坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北西４ｍ道路　更地●

建築条件無　西里小・北部中校区

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

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

大窪４丁目売家
3,280　　渥万

円
熊本機能病院前バス停歩４分●
地１,１２９.５７㎡（３４１.６９坪）８ＤＫ●
建１９２.４４㎡（５８.２１坪）築年月不詳●
広々敷地　閑静住宅地　木造２階建　●

日当良好　高平台小・京陵中校区

西梶尾町売地
1,760　　渥万

円
北部総合支所前バス停歩５分●
地３８８㎡（１１７.３７坪）建築条件無●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
広々敷地　日当良好　詳細応談●

川上小歩３分（２４０ｍ）・北部中校区

池田１丁目売地
1,100　　渥万

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

清水万石２丁目売地
1,100　　渥万

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　解体更地渡し●

建築条件無　清水小・竜南中校区

大窪３丁目売地
880　　渥万

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

下硯川町売地
3,280　　渥万

円
下硯川バス停歩３分・ＪＲ西里駅歩８分●
地５,１０８㎡（１,５４５.１７坪）更地●
唖山林・原野茜調整娃４０％阿８０％●
施設用地　集落内開発区域内・建築可●

日当良好　建築条件無　西里小・北部中

麻生田２丁目売地
1,180　　握万

円
石倉バス停歩８分●
地２０５.８８㎡（６２.２７坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
分譲地内　日当良好　仲介料不要●

建築条件無　楡木小・楠木中校区

室園町売地
1,780　　渥万

円
電鉄北熊本駅歩４分●
地３０２.５４㎡（９１.５１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
北側約４ｍ公道　日当良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区 相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地中古住宅・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地アパート用地・テナント用地ををををををををををををををををををををを

探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすす探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地・テナント用地アパート用地・テナント用地をを

探しています探しています。。

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

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●

京町１丁目売マンション
1,190　万円
新堀橋バス停歩２分　２ＬＤＫ●
挨５６.７０㎡（１７.１５坪）Ｈ１年８月築●
哀愛２１,０６９円　ＳＲＣ９階建３Ｆ●
ダイアパレス京町　壺川小･京陵中●
Ｒ２年４月内装リフォーム済●

神水本町売マンション
1,650　万円
商業高校前電停歩１分　逢１１.８２㎡●
挨６７.１５㎡（２０.３１坪）H１１年１１月築●
哀愛１７,９００円　SRC１０階建２F●
南向き　３LDK　サーパス神水本町第２●
３口以上コンロ　IHクッキングヒーター●

神水本町売マンション
3,150　万円
商業高校前電停歩３分　３面逢３３.７７㎡●
挨９６.１２㎡（２９.０７坪）H１７年２月築●
哀愛２２,７００円　姶有　SRC１３階建１３F●
最上階　東南角部屋　４LDK＋WIC●
ペット可　フェスティオ神水苑●

新町１丁目売マンション
1,280　万円
蔚山町バス停・電停歩１分●
挨７２.００㎡（２１.７８坪）Ｈ３年６月築●
哀愛２３,６００円　ＳＲＣ１１階建９Ｆ●
ロマネスク新町第２　３ＬＤＫ　逢１４.５３㎡●
平置姶１３,０００円　一新小・西山中校区●

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

嘉島町上島売地
1,664　万円
下上島バス停歩１０分　嘉島西小・嘉島中●
地２８７.２５㎡（８６.８９坪）南面道路●
唖宅地茜調整　古家有　解体渡し可●
木造瓦葺車庫付（建３５.３㎡/H２１年築）●
緯０９６（２３７）０５３８（問合せ）●

緯０９６（２３７）２８４６握

熊本県知事（６）第３５９７号

石坂不動産

小峯１丁目売家
850　万円

西小峯バス停歩４分●
地１０７.０５㎡（３２.３８坪）●
建３６.１０㎡（１０.９２坪）Ｓ４２年１２月築●
駐車２台　現状引渡●
改築後住宅・事務所・倉庫・塾等適●

緯０９６（３６７）０５７０渥

熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産

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。
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売買
植木町正清売地

5,000　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 緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

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
750　　渥万

円
伝承館前バス停歩１０分●
地４９８.１７㎡（１５０.６９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
高台、平屋も建築可能●
現況更地、即時引渡し可●

事業用
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●

東区尾ノ上４丁目売アパート
1億4,500　万円
新外入口バス停歩５分　３ＬDK×１６世帯●
地１,４９２.１１㎡（４５１.３６坪）姶２２台●
建１,１１２.８０㎡（３３６.６２坪）RC４階建●
Ｈ２年２月築　周辺買物利便良好●
満室時利回り８.４５％可●

北区高平１丁目売アパート
5,900　万円
清水団地入口バス停歩４分●
地６９３.６３㎡（２０９.８２坪）RC４階建●
建５７８.３２㎡（１７４.９４坪）S６２年５月築●
３DK×１２世帯　姶１２台　ペット可●
満室時利回り１１.４１％可●

中央区帯山５丁目売アパート
3,950　万円
帯山五丁目バス停歩５分　姶８台●
地３４１.３６㎡（１０３.２６坪）木造２階建●
建１４６.７６㎡（４４.３９坪）Ｈ２４年２月築●
３ＬＤＫ×２世帯　メゾネットタイプ●
現在満室　利回り６.０８％可●

菊陽町原水売家
2,580　万円
ＪＲ原水駅歩１３分　軽量鉄骨造２階建●
地２５３.２㎡（７６.５９坪）●
建１２４.９８㎡（３７.８１坪）Ｈ５年２月築●
４ＬＤＫ　月額９.３万円で賃貸中●
積水ハウス施工　６m道路角地●

㈱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 （担当/青山・一野）

緯０９６（３２７）０５１１渥

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
★３２/３３部屋入居中


