
事業用
大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

玉名市中売家
2,480　万円
下河原バス停歩５分●
地２４７.９５㎡（７５.００坪）姶３台●
建１０１.２５㎡（３０.６坪）Ｒ１年９月築●
木造２階建　４ＬＤＫ　全室南向き●
玉名町小・玉名中校区●

オープンハウス
１２/１３日１１：００～１６：００ 神水１丁目売マンション

3,000　万円
神水町バス停・八丁馬場電停歩２分●
挨９６.１１㎡（２９.０７坪）Ｈ１５年７月築●
哀愛３１,７９０円　姶有　ＳＲＣ１０階建７Ｆ●
３ＬＤＫ　広 リ々ビング２６帖　逢２９.５９㎡●
角部屋採光良好のお部屋です●
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西阿弥陀寺町売一棟マンション

2,000　万円
祇園橋電停歩５分　鉄骨造３階建●
地１１３.４５㎡（３４.３１坪）姶１台●
建２２５㎡（６８坪）Ｓ５９年５月築●
総戸数５戸　１Ｆテナント（空き３部屋）●
満室時利回り１１.５２％可●

緯０９６５（４５）５１６１渥

熊本県知事（２）第５０７５号

㈱h＆t不動産コンサルタント

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

保田窪４丁目売家
2,780　万円
長嶺南１丁目バス停歩８分　東南角地●
地１９１.５７㎡（５７.９５坪）木造２階建●
建１３０.８８㎡（３９.５９坪）Ｈ１４年５月築●
Ｒ２年１１月リフォーム済　４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
姶４台可（カーポート付）　全室２面採光●

緯０９６（２７９）３８８９渥

熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

荒尾市荒尾新築一戸建
3,480　　万円

（
税
込
）

本村バス停歩３分　西南角地●
地５２２.００㎡（１５７.９１坪）木造２階建●
建１８５.００㎡（５５.９６坪）Ｒ２年４月築●
４LDK＋小屋裏収納　オール電化●
荒尾第一小・荒尾海陽中校区●

㈱ハイコム 緯０９６（３８３）２１１２握熊本県知事（４）第４３３８号

オープンハウス１２/１２土１３日１１時～１６時

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
1,500　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●

四方寄町新築一戸建
2,298　万円
南原バス停歩１０分　川上小・北部中●
地１３７.２８㎡（４１.５２坪）木造２階建●
建１０５.１６㎡（３１.８０坪）Ｒ２年９月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　１００万円キャッシュバック●
１２/１２土１３日１２～１６時オープン●

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●

玉名市立願寺売家
1,480　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渥

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

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

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

下硯川町売地
2,980　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

和泉町売地
640　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　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）

池田３丁目売地
1,440　万円
徳王バス停歩４分●
地３９６㎡（１１９.７９坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　敷地広々　平坦地●
高平台小・京陵中校区

硯川町売地
850　万円

硯川バス停歩３分●
地３４３.３０㎡（１０３.８４坪）高台●
唖宅地・畑茜調整・区域外娃４０％●
阿８０％　集落内開発区域内　南西角地●

日当良好　建築条件無　西里小・北部中

西梶尾町売地
1,760　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

新南部５丁目売マンション

1,050　万円
東新南部バス停歩７分　逢１４.３４㎡●
挨７０.７４㎡（２１.３９坪）Ｈ５年２月築●
哀愛１４,２００円　ＲＣ８階建３Ｆ●
３ＬＤＫ　東南向き　角部屋●
H２６年２月水回り交換済　西原小・西原中

萩原町売マンション

2,198　万円
ＪＲ南熊本駅歩４分　逢１６,４０㎡●
挨８０.０６㎡（２４.２１坪）Ｈ２０年８月築●
哀愛２８,１００円　ＲＣ９階建２Ｆ●
４ＬＤＫ　東南向き　利便性・日当良好●
ペット可　フレスポくまもく歩１分（８０m）

高平１丁目売家
1,720　万円
高平南公園バス停歩２分　３ＬＤＫ＋納戸●
地２４３.０５㎡（７３.５２坪）木造２階建●
建１１９.５０㎡（３６.１５坪）Ｓ５４年６月築●
トーヨドタウン分譲地内　日当良好●
高平台小・京陵中　室内程度良好
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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・テナント用地等等

を探していますを探しています。。
相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

㈱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 [リセットハウス]で検索

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●
周辺施設充実　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９‐５ナビ 泗水町吉富２６８５‐２ナビ

オープンハウス１２/１２土１３日１２：００～１７：００ オープンハウス１２/１２土１３日１２：００～１７：００

㈱共生住建 緯０９６（３２５）１５１１渥熊本県知事（５）第３８９１号

土地・戸建・マンション
お住まいの住み替え・売却で
お悩み中の方、ご相談下さい。
査定無料、買取もします。

西区上熊本売マンション
1,168　　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●
エアコン１台プレゼント!!●

オープンルーム
１２/１２土・１３日１０：００～１７：００ 益城町寺迫売地

2,500　万円
寺迫バス停歩２分●
地７９０.４８㎡（２３９.１２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
計画道路により整備予定　建物有●
更地渡し　県道２８号線沿●

北区西梶尾町売地
2,380　万円
北部まちづくりセンター前バス停歩７分●
地６０５.５９㎡（１８３.１９坪）古家有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
解体更地渡し　川上小・北部中校区●
国道３号線へアクセス良好●

東区健軍１丁目売地
5,440　万円
熊工入り口バス停歩４分●
地３９９.５６㎡（１２０.８６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体・更地渡し●
角地　健軍小・湖東中校区●

西区春日５丁目売家
1,280　万円
ＪＲ熊本駅歩１２分　春日小・花陵中●
地２７８.８７㎡（８４.３５坪）木造２階建●
建１１６.６２㎡（３５.２７坪）Ｓ５３年１２月築●
５ＤＫ　Ｒ２年５月一部リフォーム済●
和風の手入れの行き届いた住宅●

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●

御船町高木売事務所兼住居

3,500　万円
御船インターバス停歩５分●
地５８３.３４㎡（１７６.４６坪）木造２階建●
建１０３.９２㎡（３１.４３坪）Ｈ２９年４月築●
５ＤＫ＋事務所　姶１０台以上可●
４ｔ・７ｔ車可能の強固な駐車場●

東区保田窪本町売マンション
1,590　万円
保田窪四ツ角バス停歩１分　逢２４.４㎡●
挨８４.４㎡（２５.５３坪）Ｈ１０年１月築●
哀愛２８,４８０円　ＲＣ８階建８Ｆ●
４ＬＤＫ　Ｒ２年１１月悪済　西原小・中●
最上階角部屋　トーカンＭ保田窪本通り●

西区池田１丁目売マンション
1,680　万円
ＪＲ上熊本駅歩１０分　４ＬＤＫ●
挨９６.８８㎡（２９.３０坪）Ｈ８年２月築●
哀愛１４,７００円　姶平置有　ＲＣ８階建２Ｆ●
ペット可（規定有）　池田小・京陵中校区●
２面バルコニーで日当良　ヴィオラ京町台●

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●

中央区渡鹿３丁目売１棟マンション

2億5,000　万円
渡鹿七丁目バス停歩１分　託麻原小・帯山中●
地３２３.５９㎡（９７.８８坪）ＲＣ９階建●
建９９２.０４㎡（３００.０９坪）Ｈ２９年５月築●
１ＬＤＫ×１６戸・１Ｒ×８戸　姶敷地内外９台●
満室時表面利回り７.０８％可●

㈱たたら不動産 緯０９６（３７５）７１３１渥国土交通大臣（１）第９５９４号

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

尾ノ上３丁目売地
2,662　万円
灰塚バス停歩２分●
地３５２.０２㎡（１０６.４８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
西側私道　位置指定道路●
尾ノ上小まで４００ｍ●
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有限会社コミッション九州

西原村小森売地
420　万円

西原台バス停歩５分●
地１５８㎡（４７.７９坪）更地●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
南面道路で日当良好　建築条件無●
コンビニ約５５０ｍ　山西小・西原中●

西原村鳥子売地
460　万円

西原村役場入口バス停歩８分●
地２０４.３１㎡（６１.８坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
南西角地　眺望良好　建築条件無●
コンビニ・役場等近隣　山西小・西原中●

小川町江頭売地
2,646　万円
八の坪バス停歩１分　事業用地適●
地７２９.００㎡（２２０.５２坪）更地●
唖田茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　要農地転用許可●
イオンモール宇城目の前　角地●

東区長嶺東９丁目売家
1,980　万円
中山バス停歩７分　姶２台可●
地１０７.５２㎡（３２.５２坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｈ２９年６月築●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　託麻北小・東部中校区●
公園・商業施設近隣●
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