
事業用
東区東野３丁目新築売アパート

8,270　　万円
（
税
込
）

健軍町電停歩１２分　１ＬＤＫ×９世帯●
地１８７.４６㎡（５６.７０坪）木造３階建●
建２７０.８４㎡（８１.９２坪）Ｒ３年２月完予●
オートロック、ＩｏＴセキュリティ、防音性能●
劣化対策等級３取得、全室角部屋●

緯０９６（３５５）６６５５握
国土交通大臣（２）第８１７７号

㈱アイケンジャパン

表面利回り６.７４％可
※イメージパース

売買
御船町滝川売地
770　万円

御船四つ角バス停歩５分●
地２８３.８８㎡（８５.８７坪）測量済●
唖宅地茜近商娃８０％阿２００％●
２面道路、御船小・中学校区●
コストコ予定地まで車６分●

緯０９６（２８２）２２７４渥

熊本県知事（２）第４８１６号

株式会社グッドコーポレーション 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

㈱リアルト・ハーツ熊本支店 緯０９６（２８５）８４２１握国土交通大臣（３）第７２３１号
熊本市東区秋津新町２番２２号

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●
LDK広 １々９帖　泗水小・泗水中●
Ｒ２年７月全面リフォーム済　５ＬＤＫ●

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●

北区清水岩倉２丁目売家
1,598　　万円

（
税
込
）

岩倉台南バス停歩７分　姶２台可●
地２７８.４１㎡（８４.２１坪）木造２階建●
建１３８.４２㎡（４１.８７坪）Ｓ５６年３月築●
５ＬＤＫ＋納戸・広縁　清水小・中、竜南中●
Ｒ１年８月全面リフォーム済●

北区龍田４丁目売家
1,898　　万円

（
税
込
）

団地中央口バス停歩５分　姶２台可●
地２２２.５６㎡（６７.３２坪）木造２階建●
建１１６.８４㎡（３５.３４坪）Ｓ６０年１１月築●
水まわり機器新品交換　龍田小・龍田中●
Ｒ１年１１月全面リフォーム済　５ＬＤＫ●

オープンハウス１１/２８土２９日１２：００～１７：００

オープンハウス１１/２８土２９日１２：００～１７：００

オープンハウス１１/２８土２９日１２：００～１６：００

スーパー（マルエイ）約３７０m
周辺に公園有　閑静住宅街

周辺施設充実　利便性良好

泗水町吉富２６８５‐２ナビ

北区植木町大和９‐５ナビ

北区龍田４丁目２９‐９１ナビ

北区清水岩倉２丁目７‐１６ナビ

検　索リセットハウス   で

西区上熊本売マンション
1,180　　握万円
県立体育館北口バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨７４.５４㎡（２２.５４坪）コープ野村上熊本Ｂ棟●
Ｒ２年１１月悪済（壁・床・畳ほか、水周り新品交換）●
哀愛１２,０００円　Ｓ５８年８月築　ＳＲＣ１１階建３Ｆ●
上熊本駅まで歩５分　池田小・京陵中校区●

宇土市花園台町売地
277　　渥万

円
宇土市コミュニティバス停歩１８分●
地２２２.１５㎡（６７.２０坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
東６ｍ北２ｍ道面　花園小・鶴城中校区●
公営上下水道　プロパンガス　平坦地●

緯０９６（３２５）１５１１㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

オープンルーム
１１/２８土・２９日１０：００～１７：００

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

南阿蘇村久石売地
309　万円

新村バス停歩２２分●
地２９２㎡（８８坪）●
唖宅地茜無指定娃３０％阿６０％●
別荘地　アスペクタ近隣●
水道引込済●

菊陽町馬場楠売地
3,000　万円
空港入口バス停歩１２分●
地１,９５３㎡（５９０.７７坪）●
唖宅地茜調整●
空港線沿い●
建築不可●

緯０９６（２８８）５８３０渥
熊本県知事（９）第２４３６号

ミツワ不動産建設㈲

東区戸島西７丁目売家
3,500　万円
竜穴バス停歩１５分　集落内開発指定区域内●
地１,２１７㎡（３６８.１４坪）長嶺小・中●
建１５９.５２㎡（４８.２５坪）Ｈ７年９月築●
５ＬＤＫ＋納戸（１Ｆ和６・８・ＬＤＫ２２、２Ｆ洋１２・●
洋６×２・納戸３帖）　庭広し　車庫付

東区戸島１丁目貸アパート
月額3.8　万円
葉山団地入口バス停歩５分　葉山団地内●
挨３６.６７㎡（１１.０９坪）Ｈ７年３月築●
鉄骨造２階建１・２（角）Ｆ　穐１ヶ月●
葵込　姶１台込　２ＤＫ（和６・洋６・●
Ｋ５.５・トイレ・給湯シャワー・浄水洗）

緯０９６（３８０）２７００渥
熊本県知事（１１）第１８７０号

二岡観光土地㈲

八代市鏡町内田売地
780　万円

八代市鏡支所バス停歩８分●
地４３５.１５㎡（１３１.６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
鏡中学校まで１０ｍ●
建物解体更地渡し●

緯０９６（３８５）３７００渥

熊本県知事（８）第３１３９号

有限会社　東成

合志市須屋売地
1,080　万円
上須屋バス停歩５分●
地１９８㎡（６０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
交通買物便利　ハローデイ２７０ｍ●
面積増減相談可●

緯０９６（３５２）２０８４渥

熊本県知事（１５）第２４１号

㈱株研

玉名市天水町小天売家
1,050　万円
草枕温泉てんすいバス停歩１３分●
地５６０㎡（１６９.４０坪）●
建９０.２９㎡（２７.３１坪）Ｈ２３年１０月築●
元店舗（風呂付）　別荘や店舗むき●
雲仙が見える眺めの良い所です●

緯０９６８（８２）２９５０渥

熊本県知事（４）第４２３５号

㈲中村商会

北区八景水谷３丁目売マンション
980　万円

堀川駅歩３分　エレベーター付●
挨７６.９５㎡（２３.２７坪）姶１台無料●
Ｓ６３年９月築　哀愛１３,８９０円●
三面採光の角部屋　５階建２Ｆ●
Ｒ２年１１月ＬＥＤ電灯等全面改修済●

緯０９６（３５１）７２２７渥

熊本県知事（７）第３４５２号

㈲北部開発

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●

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●

熊本県知事（２）第４９９９号

㈱アイアース不動産
緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産 緯０９６（３８４）２０５７渥

東区花立３丁目売地
2,488　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●

東区秋津３丁目貸事務所
月額8.8　万円
鶯原団地前バス停歩３分●
建６０.１１㎡（１８.１８坪）●
Ｓ５５年２月築　平家建●
葵なし　穐３ヶ月　姶５台込●
１戸建　閑静地に有●

合志市須屋売家
2,880　万円
上須屋バス停歩３分●
地３８１.８８㎡（１１５.５１坪）美庭●
建１５２.３５㎡（４６.０８坪）Ｓ５３年１０月築●
交通･買物至便　肥後銀行須屋支店２１０ｍ●
ハローデイ･コスモス３００ｍ●

緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

Ｒ２年８月一部リフォーム済
新産住宅施工ゆとりの４ＬＤＫ
南向日当良　カーテン･照明付

緯０９６（３７５）７１３１渥㈱たたら不動産国土交通大臣（１）第９５９４号

中央区出水１丁目売マンション
1,990　万円
水前寺公園電停歩５分　逢１４.１２㎡●
挨７０.４２㎡（２１.３０坪）Ｈ９年９月築●
哀愛姶２３,５７０円　ＳＲＣ１４階建５Ｆ●
２ＬＤＫ　砂取小・出水小、出水中校区●
ダイアパレスグランビュー水前寺公園花水木●

南区馬渡１丁目売マンション
3,200　万円
ＪＲ平成駅歩１１分　逢１０.９８㎡●
挨１００.１０㎡（３０.２８坪）Ｈ１３年９月築●
哀愛２９,０００円　姶有　ＲＣ５階建２Ｆ●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　東南角部屋　ペット可●
コアＭネクステージ平成さくら通り●

北区龍田１丁目売家
3,500　万円
三の宮バス停歩６分　白川を一望●
地４８０.０３㎡（１４５.２０坪）木造平家建●
建１１７.１７㎡（３５.４４坪）Ｈ２６年８月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　姶５台以上　ガレージ付●
玄関スロープ　バリアフリー　龍田小・中●

合志市須屋売家
1,880　　万円

（
税
込
）

団地東バス停歩５分・電鉄黒石駅歩１２分●
地２６７.５０㎡（８０.９１坪）即入居可●
建１１６.８７㎡（３５.３５坪）Ｓ５８年１２月築●
R１年６月内・外装全面リフォーム済●
西合志東小約１,２２０ｍ　西合志南中校区●

緯０９６（２００）８２１５握
熊本県知事（１）第５２７０号

㈱スローリー不動産

４LDK　和風平家建　Ⓟ５台可

緯０９６（３６７）０５７０渥
熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産

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●
改築後住宅・事務所・倉庫・塾等適●
現状引渡　駐車２台●

小峯３丁目売マンション
1,100　万円
小峯営業所バス停歩３分●
挨６０.４２㎡（１８.２７坪）●
Ｈ６年７月築●
哀愛１４,５００円　８階建８Ｆ●
ペットと一緒にすごせます●

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！！

人吉市西間上町売家
700　万円

人吉市役所西間別館バス停歩８分●
地２４３.３１㎡（７３.６０坪）●
建１１９.８７㎡（３６.２６坪）Ｓ３９年１月築●
木造２階建　Ｓ４９年９月増築●
６ＤＫ　閑静住宅地　姶４台可●

㈲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
890　　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●

御船町木倉売地
715　　渥万

円
恐竜博物館前バス停歩１０分●
地２２７㎡（６８.６７坪）平坦地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
御船高校近隣●
全６区画　分譲地内●

西区島崎３丁目売家
1,150　　握万

円
城西小バス停歩５分●
地３２４㎡（９８.０坪）●
建７９.４２㎡（２４坪）Ｓ５８年２月築●
２DK　２台駐車可●
Ｈ２８年１１月リフォーム済●

二本木３丁目売家
1,980　万円
二本木町バス停歩３分　全室南向き●
地２３９.１８㎡（７２.３５坪）姶３台可●
建１１２.８２㎡（３４.１２坪）Ｈ２年９月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ＋納戸●
大和ハウス工業施工　古町小・花陵中●

オープンハウス
１１/２９日１１：００～１６：００

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（２）第４９８２号

清水本町売家
2,580　万円
茶屋原バス停歩２分　５ＬＤＫ＋納戸●
地３３１.０１㎡（１００.１３坪）木造２階建●
建１４３.９４㎡（４３.５４坪）Ｈ１年９月築●
Ｒ２年１２月外壁塗装工事予定　姶有●
清水小・竜南中　ロッキー目の前●

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。


