
北九開発㈱ ☎096（384）0311熊本県知事（5）第3882号
www.hokkyuu.jp（スマホ対応）

売マンション 帯山2丁目
1,498万

円
●保田窪本町バス停歩3分 8.16㎡
●64.53㎡（19.52坪）H3年12月築
●14,310円 RC7階建4F
●R3年2月リフォーム済
●ペット相談 南向き 3LDK

売マンション 保田窪1丁目
1,520万

円
●保田窪入口バス停歩1分 3LDK
●地72.30㎡（21.87坪）H2年10月築
●27,740円 RC6階建4F
●R3年11月済 帯山西小・帯山中
●12/4㈯5㈰12～16時オープン

売家 保田窪5丁目
2,298万

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 食洗機付 3台

売地 松橋町久具
1,620万

円
●希望の里入口バス停歩2分
●地667.97㎡（202.06坪）
●宅地一住60％200％
●更地 現況渡し
●北・南接道 引渡時期相談

売地 二本木3丁目
6,300万

円
●二本木町バス停歩1分
●地309.11㎡（93.5坪）整形地
●宅地二住・商業60％200％
●現況月極駐車場として賃貸中
●熊本駅まで車で1分（600m）

熊本県知事（11）第2112号

坂口建設株式会社

売地 東区東京塚町
1,157万

円～1,300万
円

●健軍校前電停歩29分
●地134.32㎡（40.6坪）～138.35㎡（41.8坪）
● 宅地 一中 60％ 150％ 販売2区画
●整形角地 日当り良好 建築条件付
●尾ノ上小810m・錦ヶ丘中968m

☎096（383）3185
[ハイリッヒ]で検索

売地 山鹿市中央通
1億740万

円
●宗方バス停歩3分
●地3,552.13㎡（1,074.51坪）
●宅地・雑種地近商
●80％200％
●建物有 解体更地渡し

売地 山鹿市志々岐
2億円

●県立教育センター入口バス停歩10分
●地27,398.89㎡（8,288.16坪）
●宅地・鉱泉地・山林
●無指定70％200％
●建物有 解体更地渡し

売アパート 玉名市立願寺
7,500万

円
●北稜高校前バス停歩1分
●地1,642.99㎡（497.00坪）
●建802.34㎡（242.70坪）販売3棟合計
●H7年3月・8月築 3DK×8・3LDK×6
●満室時表面利回り12.22％可

売１棟マンション 横手4丁目
2億4,500万円
●横手郵便局前バス停歩1分
●地708.30㎡（214.26坪）
●建886.50㎡（268.16坪）RC4階建
●2LDK×17戸 H27年8月築
●満室時利回り6.68％可

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

熊本県知事（4）第4386号
熊本県知事（3）第4741号

株式会社ボン・ライフ ☎096（284）5667

新築一戸建 南区富合町古閑
3,150万

円 

●JR富合駅歩11分 10台
●地352.04㎡（106.49坪）木造平屋建
●建86.12㎡（26.05坪）R3年10月築
●3LDK＋WIC・ロフト 無垢材仕様
●オール電化 富合小・富合中校区

新築一戸建 東区下江津1丁目
3,550万

円 

●江津3丁目バス停歩1分 3台
●地158.70㎡（48.00坪）木造2階建
●建102.93㎡（31.13坪）R3年1月築
●セイラタウン北の住宅街 アンティーク風
●オール電化 画図小・出水南中・湖東中

㈱ハイコム ☎096（383）2112熊本県知事（4）第4338号

売家 荒尾市荒尾
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

オープンハウス12/4㈯5㈰11時～16時
未入居

誠伸住宅株式会社 ☎096（384）2300熊本県知事（3）第4596号

売マンション 北区八景水谷2丁目

1,380万
円 

●熊本電鉄八景水谷駅歩5分
●70.40㎡（21.30坪）3LDK オートロック
●H4年3月築 シティライフ八景水谷101
●15,190円 無料 RC9階建1F
●専有庭有り 城北小・清水中校区

売マンション 北区楠2丁目
2,420万

円 
●高杉バス停歩1分 JR武蔵塚徒歩16分
●67.32㎡（20.36坪）2LDK 小型犬・猫可
●R2年1月築 シティライフ楠まち通り203
●8,800円 4,000円 RC14階建2F
●限定1邸 楠小・楠中校区

売マンション 中央区渡鹿1丁目
3,070万

円 
●JR東海学園前駅歩13分
●70.21㎡（21.24坪）3LDK 小型犬・猫可
●H30年4月築 シティライフ大江東1102
●9,900円 3,500円 RC12階建11F
●最終1邸 託麻原小・帯山中校区
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ゆめマート龍田徒歩1分(約80m)

熊本県知事（1）第5424号

ライトワーク㈱ ☎0964（27）9401

売家 松橋町松橋
1,230万

円
（
税
込
）

●松橋中学校入口バス停歩1分
●地237.88㎡（71.95坪）木造平家建
●建63.38㎡（19.17坪）S60年5月築
●R3年11月内外装リフォーム済 2DK＋納戸
●スーパー歩5分（400ｍ） 松橋小・松橋中

オープンハウス
12/4㈯5㈰13：00～17：00

ナビ 松橋町松橋554-1

熊本県知事（2）第4982号

大和地所株式会社 ☎096（285）6942

売マンション 長嶺南3丁目
2,480万

円
●長嶺団地バス停歩3分 25.20㎡
● 96.37㎡（29.15坪）H19年9月築
● 24,670円 RC6階建2F 4LDK
●R3年10月室内 済 D’クラディア長嶺南
●東南角部屋 3面採光 平置有

オープンルーム
12/5㈰11：00～16：00

ナビ検索 東区長嶺南3丁目7-1

売地 大津町大津
680万

円
●JR大津駅歩8分 室小・大津北中
●地206.57㎡（62.48坪）更地
● 宅地 一住 60％ 200％
●建築条件無 南向き 陽当り良好
●大津町役場240m イオン800m 
熊本県知事（6）第3775号

松下管理㈲
☎096（371）3221

売地 西区花園6丁目
830万

円
●花園校前バス停歩3分
●地274.24㎡（82.96坪）現況更地
● 宅地 二低 40％ 80％
●花園小学校まで歩3分（約220m）
●井芹中学校まで歩15分（約1.1㎞）
熊本県知事（7）第3264号

株式会社 Dream
☎096（324）8900

国土交通大臣（2）第009033号

㈱すがコーポレーション 熊本東店
☎0120（094）888

売家 龍田2丁目
3,680万

円
●三の宮バス停歩10分
●地463.23㎡（140.13坪）木造2階建
●建198.50㎡（60.04坪）H17年11月築
●龍田西小校区! 駐車4台可!
●広いお庭付! オール電化住宅です!

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 人吉市鬼木町
月額7万

円
●中鶴田バス停歩5分
●59.50㎡（18坪）H17年11月築
●RC3階建3F 保証金21万円
●2LDK 駐車場込 オートロック
●家財保険加入要 買い物便利

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中

㈲熊コーポレーション ☎096（384）6123
[熊コーポレーション]で検索

熊本県知事（1）第5216号
HPにて公開中!

売家 鶴羽田4丁目
2,180万

円
●松の本バス停歩4分 北部東小・北部中
●地240.82㎡（72.84坪）3台可
●建135.13㎡（40.87坪）H5年3月築
●軽量鉄骨2階建 4LDK＋納戸・WIC
●積水ハウス ドン・キホーテ合志店約450m

売地 大江1丁目
3,900万

円
●大江川鶴バス停歩4分
●地306.87㎡（92.82坪）更地
●宅地一住60％200％
●分筆登記後引渡し 建築条件無
●前面道路幅員6m 大江小・白川中

売地 健軍2丁目
4,550万

円
●健軍校前電停歩5分 建築条件無
●地373.25㎡（112.90坪）更地
●宅地一中・二中60％
●150％・200％ 高台 日当良好
●健軍小約260m 湖東中約750m

売マンション 神水本町
4,250万

円
●神水交差点電停歩1分 ペット飼育可
●92.18㎡（27.88坪）H29年1月築
●17,200円 RC14階建11F 4LDK
●南西角部屋 3面バルコニー 江津湖望む
●エアコン3台付 砂取小、出水中・湖東中

ゆう


