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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●

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　前面棟無●
挨５２.１５㎡（１５.７７坪）Ｈ１５年８月築●
哀愛姶１４,２００円　ＳＲＣ７階建３Ｆ　西向き●
ニューフレックス緑ヶ丘　２ＬＤＫ●
３/２０土２１日１２～１６時オープン●

山都町浜町売店舗兼住居

700　万円
浜町中央バス停歩１分●
地１７５.８６㎡（５３.１９坪）●
建４７９.３６㎡（１４５.００坪）●
鉄骨造３階建　Ｓ４９年９月築●
８ＤＫ　１Ｆ・２Ｆ（一部）店舗●

山都町浜町売テナント
800　万円

浜町中央バス停歩１分●
地２９２.８２㎡（８８.５７坪）●
建１１７.２３㎡（３５.４６坪）●
木造２階建　築年月不詳●
別棟物置付　賃貸中●

荒尾市野原売地
5,398　万円
上赤田バス停歩４分●
地３,５６８.７６㎡（１,０７９.５４坪）●
唖宅地・畑茜準工●
娃６０％阿２００％　●
国道２０８号線沿い●

山鹿市方保田売地
4億1,679　万円
上十三部バス停歩１分●
地６,８８８.９７㎡（２,０８３.９１坪）●
唖宅地・雑種地茜工業娃６０％阿２００％●
面積増減可能性有●
国道３２５号線沿い●

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

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３/２１日１１時～１６時

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

宇土市住吉町売家
1,398　万円
ＪＲ住吉駅歩１３分　姶６台可●
地２０２.０１㎡（６１.１０坪）木造２階建●
建８５.２８㎡（２５.７９坪）Ｈ７年１月築●
Ｒ３年３月内外装全面悪済　４ＬＤＫ●
耐震基準適合検査合格　シロアリ５年保証●

富合町大町売家
2,750　万円
緑川橋バス停歩１８分　姶３台可●
地２５０.３４㎡（７５.７２坪）木造２階建●
建１２７.６３㎡（３８.６０坪）Ｈ２４年１１月築●
４ＬＤＫ+ＷＩＣ　一条工務店施工　全室床暖房●
太陽光発電６.３kw　東南角地　富合小・中●

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 株ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号

担当/松田　０８０（１７３１）９０２８

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

西区横手３丁目売地
870　　握万円
戸坂入口バス停歩４分●
地１９４.５４㎡（５８.８４坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％●
高台　眺望良し●

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。

東区戸島西７丁目売地
1,085　万円
竜穴バス停歩７分●
地２２８.３５㎡（６９坪）３.３㎡（坪）１５.８万円●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
長嶺小･長嶺中校区●
全２区画分譲地内　建築条件付●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（３）第４５９８号

KAZUホーム㈱ 緯０９６（３２５）１５１１
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

水前寺エリア近辺にて売マンション探してます。
不動産を手放そうと
ご検討中の方、ご相談下さい。
無料査定、買取もします。

京町１丁目新築一戸建
3,198　万円
新堀橋バス停歩２分　城の湯２２０m●
地１２３.８３㎡（３７.４５坪）木造２階建●
建１１０.５４㎡（３３.４３坪）Ｒ３年３月築●
４ＬＤＫ　オール電化　エコキュート　姶２台●
壺川小、京陵中・藤園中校区●
熊本県知事（２）第４９３４号

㈱すいぜんじ公園前不動産

京町１丁目３‐１５ナビ検索

オープンハウス
３/２０㈯・２１日１３時～１７時

錆０１２０（３２２）０２１渥

売買
平成１丁目分譲宅地

2,811　～3,083　万
円

万
円

ＪＲ平成駅歩５分●
地１９３.６４㎡（５８.５８坪）●
～２０３.２９㎡（６１.４９坪）
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
向山小・江南中校区●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

富合町廻江売家
3,080　万円
南区役所前バス停歩３分　姶３台可●
地２６９.２５㎡（８１.４４坪）木造２階建●
建１０９.３０㎡（３３.０６坪）Ｈ２６年２月築●
４ＬＤＫ＋WIC　屋根裏部屋有　北西角地●
桧家住宅「スマートワンカスタム」●

オープンハウス
３/２１日１３：００～１６：００
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西原村河原売地
390　　握万

円
秋田バス停歩９分●
地３０７.５３㎡（９３.０２坪）更地●
唖宅地茜区域外●
娃７０％阿２００％　整形地●
北東角地　高台で眺望良好●

西原村布田売地
715　　渥万

円
西原台バス停歩１１分●
地３５２㎡（１０６.４８坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　南側道路●
山西小・西原中校区●

緯０９６（２７９）３８８９
熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング
緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）

熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

城南町東阿高売店舗付住宅

1,480　万円
東阿高団地前バス停歩２分　姶２台以上●
地１８８.５７㎡（５７.０４坪）鉄骨造２階建●
建１３６.３７㎡（４１.２５坪）Ｈ１７年８月築●
３ＬＤＫ＋店舗＋倉庫　県道２６６号線沿い●
豊田小・城南中校区　ナフコ約２８０ｍ●

黒髪１丁目売店舗付住宅

2,730　万円
済々黌校前バス停歩１分　姶２台可●
地１４０.８５㎡（４２.６０坪）鉄骨造２階建●
建２３２.８９㎡（７０.４４坪）Ｓ５８年１１月築●
３ＬＤＫ＋店舗　三軒町通り沿い●
黒髪小・桜山中校区　熊大約５６０ｍ●

緯０９６（３４５）６４４６渥
熊本県知事（８）第２９３２号

㈲手塚プランニング

高平３丁目売家
1,250　万円
山室バス停歩４分　姶１台●
地２８５.２８㎡（８６.３０坪）木造平屋建●
建１０１.１㎡（３０.５８坪）Ｓ４８年１０月築●
４ＬＤＫ　閑静な住宅街●
国道３号線３２０ｍ　交通・買物便良●
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日当良好

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●


