
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。

西区蓮台寺５丁目売ビル
5,850　万円
新土河原１丁目バス停歩２分●
地２９０.７４㎡（８７.９４坪）●
RC造３階建３３４.８８㎡（１０１.３坪）●
H１７年１月築、貸事務所賃貸中●
２５ｍ幅員道路沿、南北２方道路●

緯０９６（３２５）１５１１渥

熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

本荘５丁目売家
4,500　　万円

（
税
込
）

本荘町バス停歩４分　本荘小・江原中●
地２２７.２５㎡（６８.７４坪）木造２階建●
建１３０㎡（３９.３２坪）H１８年１０月築●
３LDK　姶２台（シャッター付）収納多数●
主寝室１０.５帖　建具床ハイグレード仕様●

緯０９６（３３４）０００７渥
熊本県知事（３）第４７７４号

㈱サンタ不動産

リビング１９.５帖
吹抜天井　全開放サッシ 薬園町売家

3,400　万円
薬園町バス停歩２分　オール電化●
地１８９.５７㎡（５７.３４坪）木造２階建●
建１０４.５３㎡（３１.６２坪）Ｈ２９年８月築●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　リビング上部吹き抜け●
買物・生活便良　黒髪小・桜山中校区●

錆０１２０（３２２）０２１渥
熊本県知事（２）第４９３４号

㈱すいぜんじ公園前不動産

築３年　４ＬＤＫへ仕様変更可

駐車４台可
売買

益城町安永売地
755　万円

上安永バス停歩３分●
地１７８.４９㎡（５３.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
更地　建築条件無●
広安小・益城中校区●

緯０９６（２８６）７２１０渥

熊本県知事（１０）第２１７８号

英勝不動産

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

花園７丁目売地
500　万円

柿原公民館前バス停歩７分●
地２８４.２９㎡（８５.９９坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％　更地●
花園小・井芹中校区●

上代７丁目売地
1,850　万円
テニスコート前バス停歩７分●
地３０１.８２㎡（９１.３０坪）●
唖宅地・雑種地茜一低●
娃４０％阿８０％　建物有●
城山小・三和中校区●

上熊本２丁目売地
2,500　万円
本妙寺入口電停歩１分●
地１７８.６７㎡（５４.０４坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
池田小・京陵中校区●
ＪＲ上熊本駅約４８０ｍ●

長嶺南５丁目売地
6,500　万円
小峯バス停歩６分●
地８４１.０８㎡（２５４.４２坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％●
長嶺小・長嶺中校区●

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

中央区神水本町売地
4,500　万円
八丁馬場バス停歩２分●
地３６６.５２㎡（１１０.８７坪）●
唖宅地茜一低娃３０％阿８０％●
南側北側二方道路●
砂取小出水中校区・閑静な住宅街●

緯０９６（３６９）１１１６渥㈲吉川ホーム熊本県知事（９）第２４３９号

益城町砥川売家
3,500　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●

敷地４２３坪こだわりの庭園

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市西寺売地
3,700　　渥万

円
一町畑バス停歩３分●
地２,７４５㎡（８３０.３６坪）更地●
唖田茜無指定娃７０％阿２００％　平坦地●
東５ｍ公道４７ｍ接道、要農地法５条申請●
菊之池小・菊池南中校区、建築条件なし●

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●

北区植木町米塚売家
895　　渥万

円
平島バス停歩１分●
地６５５.８５㎡（１９８.３９坪）２ＤＫ●
建４９.６８㎡（１５.０２坪）Ｓ５９年１月築●
木造平屋建　Ｈ２８年１１月水回りリフォーム済●
田底小・植木北中校区　田底郵便局６５０ｍ●

八代市大福寺町売家
1,390　万円
植柳下町バス停歩１２分●
地３０４㎡（９１.９６坪）ガレージ付●
建１４９.４７㎡（４５.２１坪）Ｓ５６年２月築●
Ｒ３年２月リフォーム済　４ＬＤＫ●
耐震適合証明書　白蟻保証●

緯０９６（３７４）６２００握㈱住まいる不動産熊本県知事（１）第５３５１号

オープンハウス２/２０土２１日１０：００～１６：００

八代市大福寺町９２１‐１ナビ

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２/２０土１３時～１６時・２１日１２時～１６時

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

清水万石１丁目売家
1,980　万円
茶屋原バス停歩４分●
地４７５㎡（１４３.６８坪）木造平屋建●
建６４.９８㎡（１９.６５坪）Ｓ５５年４月築●
敷地広々　日当良好　家庭菜園可●
北熊本駅歩９分　清水小・竜南中

植木町木留売地
480　万円

木留橋バス停歩２分●
地２４５㎡（７４.１１坪）●
唖雑種地茜調整娃４０％阿８０％●
日当良好　建築条件無●

菱形小歩９分（７２０ｍ）鹿南中校区

萩原町売マンション

1,990　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
1,620　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

高平１丁目売地
1,080　万円
高平南公園バス停歩１分●
地１６１.９㎡（４８.９７坪）実測２０２㎡●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北西角地　日当良好　実測売買●

建築条件無　高平台小徒歩１分（８０ｍ）

龍田８丁目売地
2,050　万円
楠団地入口バス停歩４分●
地３７９㎡（１１４.６４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　高台の為日当良好●

龍田小歩８分（６４０ｍ）龍田中校区
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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

鶴羽田４丁目売家
1,180　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

大窪４丁目売家
3,280　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

水前寺公園売マンション
4,580　万円
国府電停歩２分・ＪＲ水前寺駅歩８分●
挨８２.９２㎡（２５.０８坪）Ｈ２８年２月築●
哀愛姶２１,７６０円　ＲＣ１１階建１０Ｆ●
４ＬＤＫ　逢１５.１３㎡　日当・通風良好●
スーパー・病院・コンビニ・銀行近隣●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社

オープンルーム
２/２１日１１：００～１６：００

ゆ
め
マ
ー
ト

セブンイレブン
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熊本県知事（５）第３８８２号

城南町宮地売地
900　万円

宮ノ下バス停歩２分●
地１６５.２９㎡（５０.００坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南東９ｍ公道　整形地　更地●
城南支所・城南中学通り沿い●

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●

二本木３丁目売地
6,300　万円
二本木町バス停歩１分●
地３０９.１１㎡（９３.５坪）整形地●
唖宅地茜二住・商業娃６０％阿２００％●
現況月極駐車場として賃貸中●
熊本駅まで車で１分（６００ｍ）●

新町４丁目売マンション
1,450　万円
新町電停歩３分　ペルル新町●
挨６９.１９㎡（２０.９２坪）Ｈ４年２月築●
哀愛１６,３６０円　RC９階建６F●
Ｒ２年５月リフォーム済　３ＬＤＫ●
システムキッチン　シャワー付洗面化粧台●

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●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

池田２丁目売家
1,230　万円
かんかん坂駅歩２分●
地２７２.１４㎡（８２.３２坪）●
建１２３.３６㎡　Ｓ５５年５月築●
Ｓ５８年９月増築　５ＬＤＫ●
ＪＲ上熊本駅まで９００ｍ●

緯０９６（３５２）５４００渥

熊本県知事（６）第３６１８号

シー・ライフ

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
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担当/松田　０８０（１７３１）９０２８

御船町木倉売地
757　　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７区画　分譲地内●

北区龍田弓削１丁目売地
830　　渥万

円
武蔵塚駅歩１５分●
地２３１㎡（６９.８８坪）●
唖山林茜一住●
娃６０％阿２００％●
白川沿　眺望良し●

北区津浦町売地
900　　握万

円
津の浦公民館前バス停歩１０分●
地２８８.１２㎡（８７.３坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％●
２台駐車可　高台　眺望良し●

緯０９６（３７２）６７７６


