
南区城南町宮地売家
1,398　　万円

（
税
込
）

城南総合出張所入口バス停歩７分●
地１７５.１６㎡（５２.９８坪）木造平屋建●
建８１.９８㎡（２４.７９坪）Ｓ６２年５月築●
姶２台可　隈庄小・下益城城南中校区●
Ｒ３年１月全面リフォーム済　３ＬＤＫ● 南区城南町宮地４８５‐１９ナビ

㈱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 ［リセットハウス］で検索

緯０９６（２８５）８４２１握 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●

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）●

二本木３丁目売地
6,300　万円
二本木町バス停歩２分●
地２９６.５㎡（８９.６９坪）更地●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
本山通り沿い　事業用地適●
アミュプラザまで約５５０ｍ●

田迎２丁目売店舗付事務所

2,980　万円
田迎妙見バス停歩２分●
地１４６.００㎡（４４.１６坪）●
建８４.４７㎡（２５.５５坪）●
軽量鉄骨造平屋建　Ｈ１年４月築●
平成けやき通り沿い●

龍田陳内３丁目売マンション
980　万円

ＪＲ竜田口駅歩１４分●
挨５２.１５㎡（１５.７７坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１５年８月築　西向き　前面棟無●
哀愛姶１４,２００円　ＳＲＣ７階建３Ｆ●
ニューフレックス緑ヶ丘●

オール電化（エコキュート）
豊田小・下益城城南中校区城南町藤山売家

2,248　　➡2,148　　万
円
（
税
込
）

万
円
（
税
込
）

藤山バス停歩４分　４ＬＤＫ　姶４台●
地２０２.５６㎡（６１.２７坪）木造２階建●
建８５.９１㎡（２５.９８坪）Ｒ１年１１月築●
外構・全室ペアガラス・ＬＥＤ照明・カーテン込●

Ｒ１年１１月旧価格　Ｒ３年３月新価格

シアーズホームグループ　㈱サンタ不動産 緯０９６（３３４）０００７握熊本県知事（３）第４７７４号

益城町福原新築一戸建
2,398　　万円

（
税
込
）

畑中バス停歩６分　４ＬＤＫ　姶２台●
地２０４.４３㎡（６１.８４坪）木造２階建●
建９４.３９㎡（２８.５５坪）Ｒ２年５月築●
全室ＬＥＤ照明・ペアガラス（Ｌｏｗ‐Eガラス）・●
食洗機・浴室乾燥・三面鏡洗面・カーテン込

麻生田２丁目売家
2,598　　万円

（
税
込
）

麻生田小前バス停歩３分　４ＬＤＫ　姶３台●
地１７８.５５㎡（５４.０１坪）木造２階建●
建８５.９１㎡（２５.９８坪）Ｒ１年１２月築●
全室ＬＥＤ照明・ペアガラス（Ｌｏｗ‐Eガラス）・外構・●
食洗機・浴室乾燥・三面鏡洗面・カーテン込

オール電化（エコキュート）
麻生田小・清水中校区

オール電化（エコキュート）
益城中央小・木山中校区

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

八代市鏡町下有佐売地
1,180　万円
花岡バス停歩３分●
地１,２１８.４０㎡（３６８.５６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
造成済　更地　アパート用地適●
鏡小・鏡中校区　即建築可●

八代市千丁町売地
1,055　万円
上島田町バス停歩３分●
地４３５.７㎡（１３１.７９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　整形地●
物件より６ｍの所に県道開通予定●

緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

太郎迫町売地
700　万円

本村（太郎迫）バス停歩４分●
地１,１２３.４８㎡（３３９.８５坪）●
唖宅地･畑茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地域　測量渡し●
西里小･北部中校区●

三郎２丁目売地
1,980　万円
三郎バス停歩４分●
地２２２.７３㎡（６７.３７坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％　古家有●
尾ノ上小･錦ヶ丘中校区●

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●

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●

河内町大多尾売家
700　万円

横山バス停歩１分　姶４台●
地４３３.３５㎡（１３１.０８坪）木造２階建●
建２５３.３４㎡（７６.６３坪）Ｈ１０年５月築●
６ＤＫ＋納戸＋地下室　別棟倉庫付●
オール電化　芳野小･芳野中校区●

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

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

合志市幾久富売地
1,350　万円
電鉄　武蔵野台バス停歩２分●
地１７９㎡（５４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
間口１５ｍ　熊本大津線沿●
店舗兼事務所向　３.３㎡（坪）２５万円●

緯０９６（３８８）１１８１渥

熊本県知事（１６）第１５１号

清住土地㈱

水前寺公園売家
8,700　万円
県庁西門通りバス停歩１分●
地２９０.９０㎡（８７.９９坪）ＲＣ２階建●
建２１６.７８㎡（６５.５７坪）Ｈ１８年３月築●
４ＬＤＫ＋２ＷＩＣ　収納もたっぷり●
太陽光売電収入有　床暖房●

緯０９６（３７１）２２３３渥

熊本県知事（２）第４９４９号

山本管財株式会社

東区御領２丁目売地
1,850　万円
八反田バス停歩４分●
地２１５.０５㎡（６５.０５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
託麻西小まで徒歩４分（３２０ｍ）●
建築条件なし　角地●

緯０９６（２８８）７５４７握
　０７０（５５３５）９５４７

熊本県知事（２）第５００４号

株式会社新星不動産

東区御領２丁目１４‐５２ナビ検索

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３/７日１１時～１６時

売買
中央区渡鹿１丁目売マンション

2,900　万円
ＪＲ東海学園前駅歩１３分　産業道路沿●
挨７０.２１㎡（２１.２４坪）３ＬＤＫ　小型犬・猫可●
Ｈ３０年４月築（未入居）　シティライフ大江東９０２●
哀愛９,９００円　姶３,５００円　ＲＣ１２階建９Ｆ●
ＨＩヒロセ真隣り　託麻原小・帯山中校区●

北区楠２丁目売マンション
2,420　万円
高杉バス停歩１分　ＪＲ武蔵塚駅約１㎞●
挨６７.３２㎡（２０.３６坪）３ＬＤＫ　楠まち通り沿い●
Ｒ２年２月築（未入居）　シティライフ楠まち通り●
哀愛８,８００円　姶４,０００円～　ＲＣ１４階建２Ｆ●
ゆめマート向い　楠小・楠中校区●

中央区渡鹿７丁目売１棟マンション

5億8,000　万円
ＪＲ東海学園前駅歩６分　産業道路沿●
挨１,８８８.３３㎡（５７１.２坪）　地９２５.９６㎡●
Ｒ２年４月築　ＲＣ１０階建　グランパーク渡鹿●
新築南向き　託麻原小・帯山中校区　近商●
年間予定賃料収入３,３１４.４万円●

誠伸住宅株式会社 緯０９６（３８４）２３００握熊本県知事（３）第４５９６号

投資向け１棟売り物件御船町滝川売地
750　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

東区下江津８丁目売家
2,980　万円
セイラタウン南バス停歩４分●
地１７１.２２㎡（５１.７９坪）姶２台●
建１０６.２８㎡（３２.１４坪）４ＬＤＫ●
Ｈ２０年１１月築　程度良（セイラタウン内）●
画図小・出水南中校区●

錆０１２０（３６）７１５３渥

熊本県知事（１３）第１０６９号

㈱グリーン住宅

薬園町売家
3,400　万円
薬園町バス停歩２分●
地１８９.５７㎡（５７.３４坪）木造２階建●
建１０４.５３㎡（３１.６２坪）Ｈ２９年８月築●
オール電化　４ＬＤＫ　済々黌近隣●
黒髪小・桜山中校区●

緯０９６（２０１）２１９０渥

熊本県知事（１）第５３６６号

青晴不動産コンサルティング㈱ 緯０９６５（３９）６５７７握
国土交通大臣（２）第００８８３１号

株シアーズホーム(桧家住宅)

人吉市鬼木町分譲宅地
474　～612　万

円
万
円

人吉ＩＣ乗降口バス停徒歩４分●
地１７８.０６㎡（５３.８６坪）～２０２.１３㎡（６１.１４坪）●
唖宅地茜一低娃５０％阿１００％●
全６区画中４区画販売　人吉東小・第一中校区●
建築条件付●

八代市植柳下町分譲宅地
610　～678　万

円
万
円

植柳下町バス停徒歩５分●
地３１４.８９㎡（９５.２５坪）～４０７.６３㎡（１２３.３１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
全４区画中２区画販売　植柳小・第三中校区●
建築条件付●

本渡町本戸馬場新築一戸建
2,700　万円
労働庁舎前バス停歩６分　姶４台可●
地１８７.４９㎡（５６.７１坪）木造２階建●
建９８.５４㎡（２９.８坪）Ｒ２年１２月築●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　パントリー付　オール電化●
ウッドデッキ付　エアコン１台付●

緯０９６（３５５）０３２０渥熊本県知事（３）第４６５９号

㈱ジャストライフ

オープンハウス
３/６土７日１１時～１６時

[ジャストライフ]で検索

※
当
日
は
案
内
板
を
目
印
に

　
お
越
し
く
だ
さ
い
。

中央区新町２丁目売マンション
1,370　万円
新町電停歩１分●
挨７０.４０㎡（２１.３０坪）２ＬＤＫ●
Ｈ３年１２月築　一新小・西山中校区●
哀愛２５,６５０円　ＳＲＣ１４階建１１Ｆ●
ライオンズＭ古城堀端公園第２●
熊本県知事（７）第３３６１号

㈱コウナン・レクセル

　
階
南
・
東
・
北
の
三
方
角

１１

上通り並木坂ＬＢ（ラボ）
緯０９６（３５５）１３００握

事業用
中央区黒髪５丁目新築セットプラン

5,560　万円
黒髪５丁目バス停歩４分　建築条件付●
地１８３.６０㎡（５５.５３坪）１,５９０万円●
建１９４.４㎡（５８.８０坪）３,９７０万円●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
表面予定利回り６.５７％●

緯０９６（３５５）６６５５握
国土交通大臣（２）第８１７７号

㈱アイケンジャパン

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月築●
オートロック、ＩｏＴセキュリティ、防音性能●
全室角部屋　表面利回り６.７４％可●

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。


