
ベスト・グリーン㈱ ☎096（364）5010
http://www.best-green.jp

熊本県知事（4）第4386号

売地 戸島5丁目
1,100万

円
●戸島農協前バス停歩7分
●地187.31㎡（56.66坪）
● 宅地 一住 60％ 200％
●古家有 解体更地渡し
●託麻東小・二岡中校区

売家 玉東町稲佐
700万

円
●稲佐バス停歩3分
●地512.16㎡（154.92坪）
●建102.37㎡（30.96坪） 有
●木造2階建 S44年6月築
●木葉小・玉東中校区

売家 中島町
2,730万

円
●中島バス停歩3分
●地207.33㎡（62.71坪）木造2階建
●建109.50㎡（33.12坪）H30年12月築
●3LDK 4台 オール電化
●中島小・城西中校区

売ビル 保田窪2丁目
5,400万

円
●保田窪二丁目バス停歩1分
●地299.00㎡（90.44坪）
●建385.44㎡（116.59坪）
●鉄骨造3階建 S53年8月築
●産業道路沿い

熊本県知事（4）第4366号

㈱熊本不動産ネット ☎096（370）3883

住宅分譲用地求む!!
200坪～10,000坪（農地も可）
熊本市内および近郊エリア

業者様の情報もお待ちしております

新築一戸建 湖東2丁目
3,290万

円
●神水交差点電停歩6分
●地140.00㎡（42.35坪）木造2階建
●建96.88㎡（29.3坪）R3年11月築
●健軍小・湖東中校区
●カーナビ検索：東区湖東2丁目3番2号

㈱すがコーポレーション 熊本東店国土交通大臣（2）第009033号

売家 戸島7丁目
2,980万

円
●戸島駐車場前バス停歩4分
●地172.42㎡（52.15坪）木造2階建
●建117.97㎡（35.68坪）H26年3月築
●築7年!4LDK＋納戸!
●リフォーム後のお引渡し!

オープンハウス11/27㈯28㈰午後1時～午後5時

0120（094）888

売家 宇土市住吉町
1,298万

円
●JR住吉駅歩13分 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 済 4LDK
●耐震基準適合検査合格 シロアリ5年保証
熊本県知事（2）第4999号

㈱アイアース不動産
☎096（273）7776

売地 八代市港町
440万

円
●八代内港バス停歩2分
●181.72㎡（54.97坪）
● 宅地 近商 80％ 200％
●7ｍの南・東二面道路 八代小・八代第一中校区
●古家付・解体渡し可
熊本県知事（10）第2332号

ムラキハウジング
☎096（363）8223

熊本県知事（4）第4423号

㈱ニコニコ不動産 ☎096（369）8566

売家 大津町陣内
1,973万

円
●陣内バス停歩3分 ウッドデッキ
●地241.98㎡（73.19坪）木造2階建
●建107.00㎡（32.36坪）H16年12月築
●2LDK 3台 大津南小・大津中校区
●オール電化 太陽光発電システム

R3年7月大幅リフォーム済
当社売主のため仲介手数料不要

熊本県知事（2）第4982号

大和地所株式会社 ☎096（285）6942

売家 城南町東阿高
1,180万

円
●公会堂前バス停歩5分 2台有
●地193.21㎡（58.44坪）木造2階建
●建80.32㎡（24.29坪）Ｈ6年8月築
●3LDK（4LDK変更可）日当良
●豊田小・隈庄小、城南中校区

オープンハウス
11/28㈰11：00～16：00

㈱リアルト・ハーツ熊本支店 ☎096（285）8421
熊本市東区秋津新町2番22号
国土交通大臣（4）第7231号

売家 小川町南部田
1,598万

円
（
税
込
）

●宇城市小川支所前バス停歩10分
●地409.73㎡（123.94坪）木造2階建
●建136.72㎡（41.35坪）S56年2月築
●R3年10月全面リフォーム済 5台可
●5LDK 小野部田小・小川中校区 ナビ 小川町南部田38‐4

［リセットハウス］で検索

売家 東区沼山津3丁目
2,067万

円
●沼山津バス停歩1分
●地334.79㎡（101.27坪）
●建126.86㎡（38.37坪）S60年8月築
●軽量鉄骨造2階建 3LDK
●秋津小・桜木中校区 日当良
熊本県知事（13）第960号

㈲中村巌不動産
☎096（384）2057

熊本県知事（11）第1960号

㈱ユーナン開発

売地 西区池亀町
650万

円 

●池亀バス停歩5分
●地158.83㎡（48.05坪）
● 宅地 一低
● 40％ 80％
●池田小・井芹中校区

売地 山鹿市古閑
785万

円 

●山鹿市民医療センター前バス停歩11分
●地226.82㎡（68.61坪）
● 田 区域外 70％ 200％
●上下水道完備 大道小・山鹿中校区
●共有地有（196.33㎡・59.39坪）
☎096（372）6776

松田 080（1731）9028

熊本県知事（5）第4073号

㈱西日本ハウジング
☎096（343）1515
［西日本ハウジング 熊本］で検索

新築一戸建 中央区黒髪3丁目
2,398万

円
（
税
込
）

●済々黌高校前バス停歩9分
●地148.00㎡（44.77坪） 一中
●建110.96㎡（33.56坪）全4棟
●4LDK インナーバルコニー 2台
●R3年9月築 黒髪小・桜山中校区
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熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱ ☎0966（22）2311

貸マンション 人吉市城本町
月額3.3万円

●瓦屋町バス停歩5分
● 22.75㎡（6.88坪）
●H3年6月築 1K 有
●RC4階建3F 保証金9.9万円
●要家財保険加入 無料Wi-Fi

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中

売マンション 神水本町
2,280万

円 
●湖東一丁目バス停歩3分 ペット可
● 90.27㎡（27.30坪）H11年7月築
● 15,000円 9階建3F 18.87㎡
●R3年10月内装リフォーム済 3LDK
●3方角部屋 土日オープンルーム
熊本県知事（2）第4934号

㈱すいぜんじ公園前不動産
0120（322）021


