
東区下江津５丁目分譲宅地
1,480　　握万円
画図橋バス停歩６分●
地２２８.７２㎡（６９.１８坪）●
唖宅地茜一低娃３０％阿８０％●
南面道路６m・日当良好●
江津湖公園の遊歩道まで約１７０ｍ●

益城町砥川売家
3,500　　渥万

円
飯野農協前バス停歩８分●
地１,４０１.６５㎡（４２３.９坪）●
建１２２.１４㎡（３６.９坪）築年数不詳●
落着きのある和風平屋・離れ６帖●
平成３０年１月全面改装済み●

緯０９６（３６９）１１１６㈲吉川ホーム熊本県知事（９）第２４３９号

敷地４２３坪こだわりの庭園
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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●

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●

万町１丁目売マンション
1,498　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●

（求ム）売物件（求ム）売物件！！

●売家　●売マンション
●売地　●アパート

ご相談・査定無料です
秘密厳守します

北区植木町大和売家
1,398　　万円

（
税
込
）

田原坂ニュータウン入口バス停歩２分●
地１８６.４１㎡（５６.３８坪）姶３台可●
建８３.５６㎡（２５.２７坪）Ｓ４９年４月築●
軽量鉄骨造２階建　菱形小・鹿南中●
Ｒ２年５月全面リフォーム済　３ＬＤＫ●

泗水町吉富売家
1,598　　万円

（
税
込
）

富バス停歩６分　姶４台可●
地４７５.３３㎡（１４３.７８坪）木造２階建●
建１２９.３９㎡（３９.１４坪）Ｓ４９年１１月築●
マルショク約６１０ｍ　泗水小・泗水中●
Ｒ２年７月全面リフォーム済　５ＬＤＫ●

オープンハウス１１/１４土１５日１２：００～１７：００ オープンハウス１１/１４土１５日１２：００～１７：００
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西鉄不動産㈱　法人営業課天神店 錆０１２０‐０９０‐１３７
☎０９２（７１２）２６１４渥

福岡県知事（２）第１７１２１号
福岡市中央区今泉１‐１２‐２３

福岡市中央区赤坂１丁目売マンション
10億円

地下鉄空港線「赤坂駅」歩４分●
挨１,６６６.９８㎡　地３６１.１４㎡（登記簿上）●
Ｈ２４年３月築　ＲＣ１０階建　共同住宅・店舗●
全戸居住中（１～２Ｆ/店舗、３～１０Ｆ/１ＬＤＫ●
２８戸、２ＬＤＫ２戸）※引渡時期相談に応ず
機械式駐車場７台付き（１台空き）●
前面道路（幅員約２０ｍ）接道約９ｍ●
投資向け１棟マンション●
・満室時予定年収　４３,６７４,２５２円
・満室時予定利回り　４.３６％
※現在満室稼働中（令和２年１１月現在）
　（店舗・住居については満室、駐車場１台空き）

福岡市営地下鉄
空港線「赤坂駅」 徒歩4分

博多までの
バス便が多い！！

大正通り沿い！
大名西通り・
天神まで徒歩圏内！！

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　生活・買い物便利●

日当良好　玉名町小・玉名中校区

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

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

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
2,980　　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

和泉町売地
640　　渥万円
和泉バス停歩５分●
地４６３㎡（１４０坪）建築条件無●
唖畑茜調整娃４０％阿８０％●
日当良好　更地　西里小・北部中校区●
南西角地　西環状道路近隣

出町売マンション

1,120　　渥万
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）

薬園町売地
1,600　　渥万円
薬園町バス停歩１分●
地２０６.２７㎡（６２.３９坪）建物有●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
解体更地渡し　黒髪小・桜山中校区●
建築条件無　三軒町通り沿

貢町売地
980　　渥万円
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

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 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。。

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区小山２丁目貸アパート
月額4.9　万円
中山バス停歩２分　託麻東小・二岡中●
挨４７.５４㎡（１４.３８坪）Ｈ９年８月築●
軽量鉄骨造２階建１Ｆ（角）・２Ｆ　穐・仲介料０円●
給湯シャワー・洋水洗・エアコン１基・BS・●
自動玄関灯・インターホン付　姶２台・葵込

緯０９６（３８０）２７００渥

熊本県知事（１１）第１８７０号

二岡観光土地㈲

東区水源２丁目売地
1,400　万円
水源町バス停歩１分●
地１３０.９７㎡（３９.６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北西角地　現在更地●
泉ヶ丘小・東野中校区●

緯０９６（３６８）２５００渥

熊本県知事（１）第５２３６号

Gフォレスタ株式会社

事業用
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。

東区尾ノ上４丁目売アパート
1億2,900　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％●

南区島町２丁目売アパート
2,600　万円
島団地バス停歩５分●
地２２９.７１㎡（６９.４９坪）●
建２０８.６８㎡（６３.１３坪）●
木造２階建　S５８年１１月築●
駐車場５台有り　角地●

北区武蔵ヶ丘８丁目売店舗
5,500　万円
上の窪団地入口バス停歩１分●
地３３４.３９㎡（１０１.１５坪）●
建１６０.９８㎡（４８.７０坪）●
H１２年１２月築　●
武蔵小・武蔵中校区●

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　交通利便良好●
地５５８.５７㎡（１６８.９７坪）P１５台●
建１,７４６.０６㎡（５２８.１８坪）RC８階建●
Ｈ９年１月築　利回り９.２０％可●
全３５世帯（１LDK・２LDK）●

中央区大江１丁目売アパート
1億1,050　万円
大江住宅前バス停歩４分　１R×２６世帯●
地３６１.９９㎡（１０９.５０坪）H３年２月築●
建６６９.６５㎡（２０２.５７坪）２棟合計●
学園大迄約８００m　熊大迄約１.４㎞●
RC４階建×２　利回り９.０２％可●

中央区坪井５丁目売地
4,800　万円
坪井横町バス停歩１分　バス通り沿●
地２６５.９７㎡（８０.４６坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
前面道路約８ｍ　東南角地●
国道３号線約４００ｍ　交通利便性良好●

㈱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）

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９.４９％可
★周辺買物利便良好

満室時利回り１１.０７％可
★全８世帯（１DK×６戸・２DK×２戸）
★入居率良好（７/８部屋入居中）
★太陽光売電収入有り
★イオンタウン西熊本
　Ｂ街区約１５０m
★JR西熊本駅約５００m
★商業施設周辺多数有り

オーナーチェンジ物件
★現在賃貸中
★大通り（武蔵中央通り）沿い
★鉄骨造２階建
★１階駐車場　
　２階店舗（建１４８.５０㎡）
★JR光の森駅歩１５分

売買
山鹿市山鹿売地
625　万円

山鹿市役所前バス停歩４分●
地４１３.２２㎡（１２４.９９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
更地　現状有姿渡し●
山鹿小・山鹿中校区●

八代市本町売地
1,000　万円
本町緑地公園バス停歩５分●
地５２３.３３㎡（１５８.３０坪）●
唖宅地茜商業●
娃８０％阿５００％　建物有●
現状有姿渡し●

中央区子飼本町売地
1,700　万円
子飼本町バス停歩１分●
地１１９.５９㎡（３６.１７坪）●
唖宅地茜近商●
娃８０％阿３００％　現況更地●
黒髪小・桜山中校区●

玉東町稲佐売家
800　万円

稲佐バス停歩３分●
地５１２.１６㎡（１５４.９２坪）●
建１０２.３７㎡（３０.９６坪）姶有●
木造２階建　Ｓ４４年６月築●
木葉小・玉東中校区●

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

南区城南町碇売マンション
1億5,300　万円
杉上今バス停歩２３分●
地１,３８８.４６㎡（４２０.００坪）●
建１,１０２.４㎡（３３３.４７６坪）Ｈ２１年７月築●
３ＬＤＫ１６戸　利回り８.９８％可●
太陽光発電あり　ＲＣ造　４階建●

緯０９６（２１３）０８０８渥

熊本県知事（７）第３４３７号

株式会社アズマシティ開発

中央区新大江２丁目売マンション
700　万円

ＪＲ豊肥本線「水前寺」駅歩１２分●
挨５７.４３㎡（１７.３７坪）４ＤＫ●
Ｓ６０年９月築　シティライフ新大江●
哀愛１２,７３０円　P無料、エレベーター無し●
４階建４Ｆ、最上階角部屋、託麻原小校区●

緯０９６（３８４）２３００握
熊本県知事（３）第４５９６号

誠伸住宅株式会社

氷川町野津売家
500　万円

有佐駅歩１２分　姶５台可●
地７８５.７８㎡（２３７.６９坪）９DK●
建２５３.３１㎡（７６.６２坪）S４１年１１月築●
リフォーム要　解体渡し要相談●
日当り良し　竜北東小・竜北中校区●

西区島崎２丁目売家
1,400　万円
千原台バス停歩７分●
地１４５.４５㎡（４３.９９坪）木造２階建●
建１３０.２５㎡（３９.４０坪）Ｓ４０年１１月築●
千原台高校東側近隣　角地●
４ＤＫ＋店舗　城西小・西山中校区●

緯０９６（３７１）３２２１渥
熊本県知事（６）第３７７５号

松下管理㈲

・エース島崎店５４０m
・ゆめマート島崎店６３０m

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社

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●

オープンルーム
１１/１５日１１：００～１６：００

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


