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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
1,080　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
1,450　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　２００万円キャッシュバック●
１/９土１０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●

売買
菊池郡菊陽町売地

1,250　万円
武蔵ヶ丘小学校バス停歩７分●
地１６８.２４㎡（５０.８９坪）武蔵ヶ丘小・中校区●
唖宅地茜一中高娃６０％阿１５０％●
全６区画【建築条件なし】お好きな●
ハウスメーカーにて建築可能です。

緯０９６（３１１）４８５５渥

熊本県知事（２）第４８５１号

㈲ゆうき不動産

中央区出水５丁目売マンション
1,000　万円
湧心館高校前バス停歩７分●
挨５４.１８㎡（１６.３９坪）Ｈ１年５月築●
哀愛１２,６３０円　ＲＣ６階建３Ｆ●
２ＬＤＫ　全居室収納　コアＭ出水●
出水南小・出水中校区　日当良好●

緯０９６（３５５）１３００渥

熊本県知事（７）第３３６１号

㈱コウナン・レクセル

中央区新屋敷２丁目売地
3,280　万円
消防局防災センター前バス停歩６分●
地１５７.６２㎡（４７.６８坪）建築条件付●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
小学校／白川小学校６００m（徒歩８分）●
中学校／白川中学校５４０m（徒歩７分）●

中央区帯山１丁目売地
1,350　万円
帯山中学校前バス停歩４分●
地１４９.０㎡（４５.０坪）建築条件付●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
小学校／帯山西小学校５００m（徒歩７分）●
中学校／帯山中学校１００m（徒歩２分）●

錆０１２０（０９６）１２３握
熊本県知事（１）第５４４８号

㈱すまい工房

緯０９６（３２５）１５１１
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

「売りたい方」大歓迎！！
土地・建物・マンション
相談　何でも承ります。
「買い取り」も致しますよ！

大津町大津売家
1,598　　万円

（
税
込
）

大津中町バス停歩５分　姶２台可●
地１７４.２９㎡（５２.７２坪）木造２階建●
建１０７.３９㎡（３２.４８坪）Ｈ４年３月築●
１６.３帖ＬＤＫ　対面キッチン　大津小・中●
Ｒ３年１月全面リフォーム済　４ＬＤＫ●

泗水町吉富売家
1,498　　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●

周辺施設充実　利便性良好

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

緯０９６（２８５）８４２１握
[リセットハウス]で検索

大津町大津２２０１‐８ナビ

オープンハウス１/９土１０日１２：００～１７：００

泗水町吉富２６８５‐２ナビ

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市七城町甲佐町売地
428　　渥万

円
七城農協前バス停歩４分●
地３０８.００㎡（９３.１６坪）●
唖宅地茜無指定　埋蔵文化財包蔵地区●
子育てに優しい閑静な住環境●
七城小・七城中校区　ボーリング必要●

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●

菊池市出田売地
880　　渥万

円
広瀬バス停歩１１分●
地８５１㎡（２５７.４２坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
広々敷地　平家建築可●
現況更地　即時引渡し可●

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●

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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●

松橋町豊福売アパート
3,850　万円
豊福バス停歩５分●
地４５６.５９㎡（１３８.１１坪）全６室●
建２５８.６４㎡（７８.２３坪）Ｈ２０年３月築●
軽量鉄骨造２階建　国道３号線沿●
満室時表面利回り７.４７％可●

緯０９６（３６４）５０１０渥
熊本県知事（４）第４３８６号

ベスト・グリーン㈱

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。

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

中央区国府本町貸家
月額8.5　万円
食糧事務所前バス停歩１分●
建１６５㎡（５０坪）　平家建●
Ｈ２０年３月築　エコキュート付●
葵込み　穐２ヶ月　姶２台●
３ＬＤＫ　納戸付●

緯０９６（３６３）２３５３渥

熊本県知事（１）第５３７１号

大功宅建

水前寺３丁目売マンション
2,280　万円
ＪＲ水前寺駅歩５分　逢１５.１６㎡●
挨７５.５３㎡（２２.８４坪）H１８年７月築●
哀愛１９,８５０円　姶有　ＲＣ１３階建１０Ｆ●
南東向き　日当・生活・交通環境良好●
３ＬＤＫ＋WIC　託麻原小・帯山中校区●

オープンルーム
１/９㈯１０日１１：００～１６：００

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社

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％●
分譲地　公共下水道、都市ガス●
スーパー・銀行・病院・飲食店等徒歩圏内●
熊本県知事（１４）第７３０号

通産商事㈲
緯０９６（３７１）９１００渥
０９０（７４５０）５３７８（小森田）

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　通し広縁有●
地３１９.５２㎡（９６.６５坪）木造平屋建●
建１１７.３７㎡　４ＤＫ　Ｓ５３年３月築●
Ｈ３年８月増改築　武蔵ヶ丘北小・武蔵ヶ丘中●
角地　買物利便性良・銀行・郵便局６００ｍ●

大津町森売家
2,230　　渥万

円
熊本文化の森バス停歩８分●
地２０２.４５㎡（６１.２４坪）●
建１０８.６３㎡（３２.８６坪）H２８年９月築●
３LDK　リビング１８帖　Ⓟ５台可●
未入居　オール電化●

緯０９６（２１４）８５６０
熊本県知事（５）第４１２９号

㈲毎日不動産

北区清水新地５丁目売地
1,290　　握万

円
杉下バス停歩２分●
地１７５.００㎡（５２.９３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
バス通り沿い●
住宅・店舗・事務所適●

鹿帰瀬町新築一戸建
2,990　　　握万

円
（
税
込
）

鹿帰瀬町バス停歩５分 宅配ＢＯＸ●
地２０４.８４㎡（６１.９６坪）オール電化●
建１０１.５０㎡（３０.７０坪）Ｒ２年５月築●
４ＬＤＫ　全室ＬＥＤ照明・カーテン　姶４台可●
ＥＶ車充電設備　減震効果のＵＦＯ‐Ｅ●

城南町塚原売家
2,680　　　渥万

円
（
税
込
）

西塚原バス停歩２分　４ＬＤＫ●
地１,７２５.９４㎡（５２２.０９坪）木造平家建●
建１３６.６６㎡（４１.３３坪）Ｈ９年５月築●
姶大型可能・複数台可●
豊田小・城南中　工場・倉庫付約５７.３２坪●

池田２丁目売家
2,480　　　渥万

円
（
税
込
）

池田３丁目バス停歩４分　姶３台可●
地４９３.６６㎡（１４９.３３坪）木造２階建●
建１４１.５㎡（４２.８０坪）Ｈ１２年１１月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ・書斎　池田小・高平台小、京陵中●
雑種地約７６坪含む　太陽光発電・蓄電池●

神水本町売マンション
4,700　　渥万

円
神水交差点電停歩１分　ペット飼育可●
挨９２.１８㎡（２７.８８坪）Ｈ２９年１月築●
哀愛姶１７,２００円　ＲＣ１４階建１１Ｆ　４ＬＤＫ●
南西角部屋　３面バルコニー　江津湖望む●
エアコン３台付　砂取小、出水中・湖東中●

大江１丁目売地
3,900　　渥万

円
大江川鶴バス停歩４分●
地３０６.８７㎡（９２.８２坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
分筆登記後引渡し　建築条件無●
前面道路幅員６ｍ　大江小・白川中●

鹿本町来民売地
930　　握万

円
来民中町バス停歩２分●
地４２３.０２㎡（１２７.９６坪）更地●
唖宅地茜無指定　建築条件無●
鹿本小・鹿本中校区　事務所・店舗用地適●
国道３２５号線・郵便局・銀行・スーパー近隣●

川尻３丁目売地
470　　渥万

円
下外城バス停歩３分●
地１９３.５３㎡（５８.５４坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
川尻小・城南中　ＪＲ川尻駅歩１１分●
南西角地　静かな環境の住宅地●

㈲熊コーポレーションHPにて公開中！
熊本県知事（１）第５２１６号

ゆう

緯０９６（３８４）６１２３
熊コーポレーション 検索


