
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
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！！

人吉市上青井町貸店舗
月額11　万円
中青井バス停歩３分●
挨４０.００㎡（１２.１０坪）●
Ｈ１７年３月築　ＲＣ１０階建２Ｆ●
保証金３０万円　姶２台付●
店舗総合保険加入要●

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）●

帯山１丁目売地
3,500　万円
帯山中学校前バス停歩３分●
地３０７.４３㎡（９２.９９坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
建物有　更地渡し●
要セットバック●

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●

帯山２丁目売マンション
1,598　万円
保田窪本町バス停歩３分　逢８.１６㎡●
挨６４.５３㎡（１９.５２坪）Ｈ３年１２月築●
哀愛１４,３１０円　ＲＣ７階建４Ｆ●
R３年２月リフォーム済　ペット相談●
仲介料不要　南向き　３ＬＤＫ●

保田窪５丁目売家
2,398　万円
新南部入口バス停歩３分●
地１７１.００㎡（５１.７２坪）木造２階建●
建１０２.６０㎡（３１.０３坪）Ｓ５８年６月築●
Ｒ３年６月全面リフォーム済　３ＬＤＫ●
仲介料不要　食洗機付　姶３台●

売買
中央区水前寺６丁目売マンション
180　万円

県会議事堂前バス停歩４分●
挨１４.７５㎡（４.４６坪）１Ｒ●
Ｓ６０年９月築●
哀愛６,９９０円　姶無　ＲＣ６階建４Ｆ●
千代田レジデンス県庁東　現況渡し●

緯０９６（３８２）０５１４渥

熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設

益城町砥川売家
3,200　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●

緯０９６（３６９）１１１６渥
熊本県知事（９）第２４３９号

㈲吉川ホーム

敷地４２３坪こだわりの庭園

緯０９６（３６４）５０１０渥ベスト・グリーン㈱

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●

http://www.best-green.jp
熊本県知事（４）第４３８６号

小山２丁目売家
2,280　万円
小山団地バス停歩７分●
地１６０.６９㎡（４８.６０坪）●
建９８.０１㎡（２９.６４坪）Ｈ３０年５月築●
木造２階建　４ＬＤＫ　姶３台●
託麻東小・二岡中校区●

松橋町久具売地
9,000　万円
松橋高校前バス停歩１分●
地２,０１７.１２㎡（６１０.１８坪）●
唖宅地茜一住・一中娃６０％阿２００％　●
建物有　松橋小・松橋中校区●
松橋インター約２.６㎞●

水前寺公園売マンション
4,200　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２５,９９０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●

玉名市中売家
2,350　万円
玉名駅歩９分●
地２４７.９５㎡（７５.００坪）姶３台●
建１０１.２５㎡（３０.６坪）Ｒ１年９月築●
木造２階建　４ＬＤＫ　全室南向き●
玉名町小・玉名中校区●

平成１丁目分譲宅地
2,811　～3,083　万

円
万
円

ＪＲ平成駅歩５分　販売３区画●
地１９３.９３㎡（５８.６６坪）●
～２０１.８０㎡（６１.０４坪）
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　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

オープンハウス
８/２２日１１：００～１６：００

玉名市中９２２ナビ検索

オープンルーム
８/２２日１１：００～１６：００

ゆ
め
マ
ー
ト

セブンイレブン

サンメゾン水前寺公園ゲートナビ検索

鹿子木町売地
1,280　万円
北部総合支所前バス停歩２分●
地４８０.６７㎡（１４５.４坪）●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
４３条但し書き条件要　日当良好●
建築条件無　川上小・北部中校区

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
980　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

清水万石４丁目売地
580　万円

万石バス停歩８分●
地１３８.５９㎡（４１.９２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　解体相談●

建築条件無　清水小・竜南中校区

植木町木留売地
320　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

硯川町売地
850　万円

硯川バス停歩３分●
地３４３.３０㎡（１０３.８４坪）高台●
唖宅地・畑茜調整・区域外娃４０％●
阿８０％　集落内開発区域内　南西角地●

日当良好　建築条件無　西里小・北部中

鶴羽田４丁目売地
1,180　万円
上須屋バス停歩８分●
地２３１.４７㎡（７０.０１坪）建物有●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
整形地　日当良好　建築条件無●
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

貢町売地
880　万円

秋鯰バス停歩１分●
地２３９㎡（７２.２９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　西里小・北部中●

南西角地　建築条件無　鈴麦線沿

池田３丁目売地
2,280　万円
徳王バス停歩３分●
地６９５.０７㎡（２１０.２５坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　高台　閑静な住宅街●

建築条件無　高平台小・京陵中校区 相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい
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買取も相談できます買取も相談できます。。

玉名市立願寺売家
1,380　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　九州看護福祉大歩１５分（１.２㎞）●

日当良好　玉名町小・玉名中校区

和泉町売地
680　万円

和泉バス停歩５分　建築条件無●
地４８５㎡（１４６.７１坪）●
唖畑茜調整娃４０％阿８０％●
日当良好　更地　西里小・北部中校区●
南西角地　西回りバイパス近隣

新生１丁目売地
1,317　万円
泉ヶ丘小学校前バス停歩３分●
地１３６.０４㎡（４１.１５坪）古家有●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
北西角地　接面道路約８ｍ　建築条件無●
泉ヶ丘小歩３分（２４０ｍ）湖東中校区●

花立３丁目売地
3,150　万円
健軍町電停歩１５分●
地３０７.４８㎡（９３.０１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　更地渡し　建築条件無●
間口１５.５ｍで日当良・角地●

松尾２丁目売地
5,600　万円
二ノ口バス停歩２分　建築条件無●
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）●

㈱すいぜんじ公園前不動産熊本県知事（２）第４９３４号

湖東２丁目売家
5,980　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●
姶５台可　カーポート付　日当良好●

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

南側約９m公道に約１７.５m面す

錆０１２０（３２２）０２１渥
http://skm-f.com

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

宇土市走潟町売家
1,080　万円
四丁バス停歩７分　●
地２０３.８５㎡（６１.６６坪）●
建１０１.１１㎡（３０.５８坪）Ｈ５年３月築●
４ＬＤＫ＋納戸　姶４台可●
クロスリフォーム済（R３年６月）●

緯０９６（２７８）３１１１渥

熊本県知事（２）第５１６０号

エイ・ケイ不動産

御船町木倉売地
816　　渥万

円
恐竜博物館前バス停歩１０分●
地２４５.４３㎡（７４.２４坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
平坦地　木倉小・御船中校区●
御船高校まで３５０ｍ●

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％●
高平台小・池田小選択可　京陵中校区●
熊本電鉄池田駅歩７分●

熊本県知事（１１）第１９６０号

㈱ユーナン開発 担当/松田　０８０（１７３１）９０２８
緯０９６（３７２）６７７６

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●

㈱アイアース不動産熊本県知事（２）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

沖新町売家
1,200　万円
沖新入口バス停歩７分　姶３台可●
地１,１１４.００㎡（３３６.９８坪）●
建２４９.１５㎡（７５.３６坪）S５４年９月築●
木造平家建　民泊（簡易宿所）営業中●
６ＤＫ　中島小・城西中校区●


