
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。

賃貸
人吉市瓦屋町貸マンション

月額6.6　万円
上瓦屋バス停歩５分●
挨５３.６５㎡（１６.２２坪）２LDK●
H２９年１２月築　RC３階建１F●
保証金１９.８万円　無料wi‐fi●
家財保険加入要　姶１台込●

緯０９６６（２２）２３１１渥
熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱

土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！ 事業用

山室２丁目売アパート
2,850　万円
KMバイオ前バス停歩５分　姶有●
地３０２.８８㎡（９１.６２坪）木造２階建●
建２３６.９６㎡（７１.６８坪）H３年５月築●
１K×８戸・２DK×１戸　H３０年５月外壁改修済●
満室時年収３０７.２万円可　利回り１０.７％可●

緯０９６（２８５）６９４２渥

熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株

富合町廻江売家
2,880　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」●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社

オープンハウス
６/１３日１１：００～１６：００ 南区浜口町新築一戸建

2,960　万円
浜口バス停歩４分●
地２２２.４３㎡（６７.２８坪）●
建９５.２２㎡（２８.８０坪）Ｒ３年６月築●
Ｓ×Ｌの長期優良住宅の家！●
耐震等級３の家　駐車２台可能。● 南区浜口町７３２‐６ナビ

緯０９６（２２３）５０６４握トチスマ・ショップ 熊本中央店熊本県知事（２）第４８１２号

合志市豊岡売家
3,313　万円
すずかけ台北バス停徒歩１分●
地１４９.２３㎡（４５.１４坪）●
建１１１.７８㎡（３３.８１坪）令和２年２月築●
S×Lのモデルハウス！未入居物件●
家具エアコン３台照明カーテンプレゼント！●

売買
湖東２丁目売家

6,500　万円
湖東町バス停歩２分　オール電化●
地２９６.７６㎡（８９.７７坪）木造３階建●
建２３０.１４㎡（６９.６２坪）Ｈ８年８月築●
R３年４月内装悪済　７ＬＤＫ　姶３台●
南東約９ｍ公道　健軍小・湖東中●

緯０９６（２１３）２３２３渥

熊本県知事（３）第４４６０号

㈲ヒューマンプランニング

水前寺１丁目売マンション
980　万円

ＪＲ水前寺駅歩２分　立地良●
挨５０.２９㎡　S６１年３月築●
シティマンション水前寺　陽当良●
哀愛１４,５００円　ＳＲＣ造９階建７Ｆ●
ゆめマート水前寺駅まで４０ｍ！！●

緯０９３（９３２）６６５５渥

福岡県知事（３）第１５７７３号

㈱アークトラスト 緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）

熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

清水東町売家
1,850　万円
津留バス停歩４分　４ＤＫ　姶３台可●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）随時案内可●
建１０６.９１㎡（３２.３４坪）Ｓ５８年６月築●
軽量鉄骨造２階建　清水小・竜南中●
Ｒ３年４月外装悪済　大和ハウスの家●

オープンハウス
６/１３日１２時～１６時

亀井団地

中央区上通町売マンション
2,500　万円
白川公園前バス停歩６分　２ＬＤＫ●
挨７５.７１㎡（２２.９０坪）Ｈ１２年６月築●
哀愛２６,８４０円　姶有　ＲＣ８階建４Ｆ●
オートロック、宅配ボックス、エアコン付●
碩台小約８４０ｍ・藤園中約４２０ｍ●

緯０９６（２８８）１２１０渥
熊本県知事（１１）第１７４９号

熊本建物株式会社

エクシーマンション上通
南向きバルコニー約１３㎡

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

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丁目売地
2,980　万円
田迎妙見バス停歩２分●
地１４６.００㎡（４４.１６坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建物有　解体更地渡し●
平成けやき通り沿い●

水前寺２丁目売マンション
1,598　万円
水前寺鳥居前バス停歩４分　逢５２.６０㎡●
挨８４.６８㎡（２５.６１坪）S５９年４月築●
哀愛姶２５,０００円　SＲＣ９階建５Ｆ●
R３年４月リフォーム済　国府電停歩７分●
水前寺パークマンション　３LDK　角部屋●

神水本町売マンション
1,880　万円
商業高校前電停歩１分　逢１１.８２㎡●
挨７０.０６㎡（２１.１９坪）H１１年１１月築●
哀愛１７,９００円　SＲＣ１０階建２Ｆ　３LDK●
R３年４月リ済　サーパス神水本町第２●
６/１２㈯１３㈰１２～１６時オープン●

三郎２丁目売家
2,300　万円
三郎バス停歩４分●
地２５８.５８㎡（７８.２２坪）姶２台●
建１３６.１３㎡（４１.１７坪）木造２階建●
３LDK+車庫　S６１年１１月築●
尾ノ上小･錦ヶ丘中校区●

神水１丁目売事務所
3,750　万円
北窪バス停歩３分　姶７台●
地２４１.２０㎡（７２.９６坪）鉄骨造２階建●
建１１５.５１㎡（３４.９４坪）S５４年２月築●
東バイパス沿い●
神水交差点電停歩５分●

阿蘇市乙姫売別荘
1,800　万円
乙姫ペンション村入口バス停歩９分●
地６７４.６７㎡（２０４.０８坪）●
建８９.４２㎡（２７.０４坪）Ｈ１年７月築●
木造２階建　２ＬＤＫ●
阿蘇ハイランド管理規定あり●

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

松橋町久具分譲宅地
872　～914　万

円
万
円

松橋警察署前バス停歩３分●
地２４２.５７㎡（７３.３７坪）●
～２６２.２０㎡（７９.３１坪）
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
市街化区域　全１０区画●

小川町北新田分譲宅地
473　～581　万

円
万
円

小川工業高校バス停歩４分●
地２０８.６１㎡（６３.１０坪）●
～２４０.２１㎡（７２.６６坪）
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
日当良　全６区画●

ふれあいホーム㈱ 緯０９６４（２８）７７６６握熊本県知事（６）第３７７９号

販
売
４
区
画

販売５区画

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

オープンハウス６/１２土１３日１３：００～１７：００

㈱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

大津町引水売家
1,498　　万円

（
税
込
）

大津町営住宅前バス停歩４分●
地１５５.９９㎡（４７.１８坪）木造２階建●
建７１.２０㎡（２１.５３坪）Ｓ６２年２月築●
全居室南向き　姶２台可　大津小・中●
Ｒ３年３月全面リフォーム済　３ＬＤＫ●

オープンハウス６/１２土１３日１２：００～１７：００
ホワイト
急便

大津町引水５８７‐８ナビ

株式会社すいぜんじ公園前不動産 錆０１２０（３２２）０２１渥

湖東２丁目売家
6,500　万円
湖東町バス停歩２分　健軍小･湖東中●
地２９６.７６㎡（８９.７６坪）３階建●
建２３０.１４㎡（６９.６１坪）H８年８月築●
７LDK　R３年３月全室クロス張替済●
前面棟が無いため日当たり良好　！●

松尾２丁目売地
5,600　万円
二ノ口バス停歩２分　●
地１,５４３.００㎡（４６６.７５坪）●
唖田茜二中娃６０％阿２００％●
農地転用、開発許可要●
県道２３７号線沿い（８m道路）●

九品寺６丁目売マンション

2,780　万円
九品寺通りバス停歩３分　角部屋●
挨１０４.９５㎡（３１.７４坪）Ｈ１２年８月築●
哀愛姶２１,２２０円　１４階建１２Ｆ　５ＬＤＫ●
白山小、白川中・出水中　パークＭ九品寺●
ルーフバルコニー約６０帖（１,０００円/月）●

南熊本４丁目売地
4,380　万円
ＪＲ南熊本駅歩８分●
地２０８.８５㎡（６３.１７坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
建築条件無　更地●
国道２６６号線・大通り沿い●

水前寺５丁目売ビル
4,434　万円
国府電停歩１１分　茜近商●
地２４３.７０㎡（７３.３１坪）鉄骨造３階建●
建１５７.６０㎡（４７.６７坪）S６２年２月築●
バス通り沿い　住居付店舗●
現在賃貸中･広々駐車スペース●

水前寺５丁目売地
3,500　万円
競輪場前バス停歩１分●
地１８６.９９㎡（５６.５６坪）建築条件無●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
南面約５.８ｍ公道　現況コイン姶●
ご自宅兼事務所等にも適●

熊本県知事（２）第４９３４号

高気密･高断熱住宅　オーナーこだわりの
充実設備をぜひ一度ご覧下さい

３F/洋室×２・バルコニー南側約９m公道に約１７.５m面す

店舗･アパート･住宅等適
建築条件無

事務所・店舗用地等適

➡

P最大５台可　カーポート付

すいぜんじ公園前不動産 検索

１F

２F

ペット可 新大江３丁目売マンション

1,240　万円
南平バス停歩１分　託麻原小・帯山中●
挨６４.５３㎡（１９.５２坪）Ｓ６３年８月築●
哀愛姶２５,８８０円　７階建２Ｆ　３ＬＤＫ●
コンビニ約６０ｍ　フーディワン約２７０ｍ●
ライオンズM新大江第３●

新町３丁目売マンション

1,550　万円
段山町電停歩２分　逢１０.４０㎡●
挨８１.４９㎡（２４.６５坪）Ｈ５年１０月築●
哀愛姶２３,０１０円　１１階建７Ｆ　３ＬＤＫ●
日当・交通便良好　一新小・西山中●
フラワーマンション新町３●

ドン・キホーテ南熊本店さん北西側道向い

㈱コウナン・レクセル 　　　水前寺LB（ラボ）緯０９６（２８４）１２２３　［コウナンレクセル］で検索
熊本県知事（７）第３３６１号

益城町広崎売家
1,780　　渥万

円
小楠公園前バス停歩３分●
地１７７.６３㎡（５３.７３坪）木造２階建●
建８６.００㎡（２６.０２坪）Ｈ１８年９月築●
４ＬＤＫ　姶２台可　閑静な環境●
広安西小・益城中校区●

現
在
賃
貸
中

年
収
　
万
円（
６
／
　
確
認
）

３２４

１１

ルームツアー動画公開中 !

中央区帯山４丁目売家
6,600　　握万

円
帯山小学校入口バス停歩７分●
地２９７.３８㎡（８９.９６坪）木造２階建●
建８３.１４㎡（２５.１５坪）×２棟●
Ｈ３０年１１月築　３ＬＤＫ　姶３台●
帯山小・帯山中校区●

熊
本
高
森
線
歩
３
分（
２
４
０
ｍ
）

オ
ー
ル
電
化

ルームツアー動画公開中　！

北区高平１丁目売家
2,850　　渥万

円
高平南公園バス停歩３分●
地２６３.００㎡（７９.５６坪）姶４台可●
建１５５.３５㎡（４６.９９坪）Ｈ１３年３月築●
軽量鉄骨造２階建　５ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
高平台小・京陵中校区● ルームツアー動画公開中 !

ダ
イ
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Ｒ
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済


