
熊本県知事（2）第4971号

㈱不動産のおおくら ☎096（285）6645

売家 玉名市両迫間
780万

円
●迫間バス停歩4分
●地468.88㎡（141.83坪）
●建174.68㎡（52.84坪）S58年7月築
●木造2階建て 7DK
●玉陵小・玉陵中校区

熊本県知事（3）第4812号

トチスマ・ショップ 熊本中央店 ☎096（223）5064

新築一戸建 南区浜口町
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。

家具､エアコン､オーダーカーテン
家賃並みのお支払いで
庭つき一戸建て♪即入居可

～ワンランク上の住まい～
S×Lの家

北九開発㈱ ☎096（384）0311熊本県知事（6）第3882号
www.hokkyuu.jp（スマホ対応）

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
●72.30㎡（21.87坪）H2年10月築
●17,740円 RC6階建4F
●R3年11月済 帯山西小・帯山中
●3/19㈯20㈰12～16時オープン

売マンション 帯山1丁目
1,198万

円
●東水前寺バス停歩2分
●79.87㎡（24.16坪）2LDK
●16,000円 RC6階建4F
●S49年1月築 R3年12月内装済
●家具・照明付き パントリーあり 

売家 菊陽町向陽台
2,198万

円
●新地団地バス停歩6分
●地220.50㎡（66.70坪）4台可
●建106.55㎡（32.23坪）S53年9月築
●4LDK 木造2階建 R3年10月全面済
●LDK広々20帖 武蔵ヶ丘北小・武蔵ヶ丘中

売マンション 水前寺1丁目
1,990万

円
●JR水前寺駅歩4分
●82.08㎡（24.83坪）4LDK
●S63年2月築 SRC10階建1F
●30,280円 R3年12月済
●専有庭29.56㎡ 出水小・中校区

売マンション 新南部5丁目
1,790万

円
●JR竜田口駅歩14分
●68.7㎡（20.78坪）南東向き
●H5年2月築 RC8階建2F
●13,800円 10,000円
●3LDK＋WIC R4年3月済

㈱ムラカミ不動産 ☎096（375）1121熊本県知事（3）第4781号

売家 北区龍田3丁目
1,898万

円
●迫屋敷バス停歩15分 龍田西小・龍田中
●地261.32㎡（79.04坪）木造2階建
●建96.82㎡（29.28坪）Ｈ2年4月築
●角地 システムキッチン、システムバス
●R4年2月化粧台・トイレ新品、クロス貼替 

オープンハウス3/19㈯20㈰12：00～16：00
◆ 市道（南東幅5.9m・南西
幅5m）に接道

◆Ⓟ3台可、耐震補強
◆4LDK、水廻り新品

住所：北区龍田3丁目21‐1

㈲エステート西原 ☎096（279）2959
www.estate-nishihara.com熊本県知事（5）第4110号

分譲地 西原村布田
497.77万円～572.616万円
●西原台バス停歩8分
●地235.09㎡（71.11坪）
～262.91㎡（79.53坪）

●都市計画区域外・今回販売2区画
●全10区画 建築条件なし

売家 西原村布田
1,280万

円
●西原台バス停歩20分
●地178.76㎡（54.07坪）Ⓟ2台
●建103.5㎡（31.3坪）3LDK
●H7年6月築 閑静な住宅街
●R4年2月内外装リフォーム済 ふるさと市場450m
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建売
住宅

建売
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建売
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済 済 済 済

売地 御船町小坂
680万

円
●六嘉バス停歩10分
●地208.97㎡(63.21坪)
● 宅地 無指定 70％ 200％
●建築条件なし コストコ1,300m 御船IC750m
●地域防災がけ崩れ対策事業復旧工事中

新築一戸建 北区八景水谷2丁目
3,680万

円
●熊本電鉄堀川駅歩5分
●地184.41㎡（55.78坪） 4台可
●建105.43㎡（31.88坪）R3年3月築
●木造2階建 4LDK オール電化 エコキュート
●省令準耐火構造 城北小・清水中校区

売家 御船町滝川
1,990万

円
●滝川橋バス停歩13分
●地222.54㎡（67.31坪） 2～3台
●建128.35㎡（38.82坪）4LDK
●H11年11月築 RC造2階建
●オール電化・庭付・屋上あり

売地 南区富合町釈迦堂
1,140万

円
●緑川橋バス停歩33分
●地1,885.73㎡(570.43坪)
● 宅地 無指定 40％ 80％
●建築条件なし 更地 北側2.3ｍ道路 
●日当たり良好 富合小・富合中校区

株式会社たたら不動産 ☎096（375）7131熊本市中央区新屋敷2丁目2‐1国土交通大臣（1）第9594号 たたら不動産 検 索で ➡

売家 北区大窪3丁目
1,880万

円
●KMバイオ前バス停歩7分
●地206.33㎡（62.41坪）
●建90.24㎡（27.29坪）3LDK
●S61年9月築 木造2階建
●R4年4月㋷完了予定 2台予定

売家 中央区黒髪1丁目
2,000万

円
●濟々黌前バス停歩3分
●地249.88㎡（75.59坪） 2台
●建149.38㎡（45.19坪）S56年2月築
●6DK IHクッキングヒーター
●木造2階建 黒髪小・桜山中校区

売家 嘉島町鯰
3,750万

円
●鯰入口バス停歩5分 3台可
●地203.15㎡（61.45坪）木造2階建
●建98.41㎡（29.76坪）R2年2月築
●3LDK＋WIC・サンルーム 人工芝のお庭
●太陽光発電 嘉島西小・嘉島中校区

売１棟マンション 南阿蘇村河陽
1億3,000万円
●西栃木バス停歩17分 RC4階建・3階建
●地1,428.15㎡（432.01坪）販売2棟
●建①588㎡（177.87坪）H9年3月築
●建②315㎡（95.28坪）H14年2月築
●1R×36戸 満室時利回り11.96％可

売家 御船町豊秋
1,560万

円
●豊秋バス停歩8分
●地361㎡（109.20坪） 2台
●建111.79㎡（33.81坪）5DK
●H9年6月築 木造平屋建 現況渡し
●屋根裏収納あり カーポート設置

売家 北区清水新地1丁目

2,489万
円

●城北校前バス停歩7分
●地214.62㎡（64.92坪） 3台可
●建123.41㎡（37.33坪）4LDK
●S50年12月築 木造2階建 
●R3年12月フル 済 城北小・清水中

熊本県知事（11）第1960号

㈱ユーナン開発

売地 宇城市松橋町両仲間
530万

円
●豊福バス停歩3分
●地220.31㎡（66.64坪）
● 宅地 無指定 70％ 200％
●南側道路 豊福小110m
●宇城市民病院まで120m
☎096（372）6776
松田 080（1731）9028

貸地 南区平田2丁目
月額50万

円
●JR平成駅歩18分
● 778㎡（235.34坪）
● 宅地 一住 60％ 200％
●事業用定期借地権付 2ヶ月
●期間10年以上 平成けやき通り沿い

売マンション 船場町下1丁目
2,800万

円
●洗馬橋電停歩2分
● 101.44㎡（30.68坪）H12年12月築
● 19,000円 有 ペット（小型犬）可
●3LDK RC10階建8F R3年6月内装 済
●優渾船場 サクラマチクマモト600m 

熊本県知事（1）5370号

㈲松藤地所
☎096（288）5518

売マンション 新町2丁目
1,190万

円
●新町電停歩1分 3LDK
●68.33㎡（20.66坪）
●H3年12月築 14階建9F
●27,030円 西南角部屋
●ライオンズM古城堀端公園第2
熊本県知事（7）第3618号

シー・ライフ
☎096（352）5400

熊本県知事（10）第2439号

㈲𠮷川ホーム ☎096（369）1116

売家 益城町島田
2,500万

円
●下原バス停歩3分
●地708.79㎡（214.4坪）
●建103.05㎡（31.17坪）Ｈ27年6月築
●飯野小・益城中校区/別棟納屋有
●オール電化・日当り良好

熊本県知事（8）第3180号

㈲サンアイ不動産 ☎096(344)6110

売家 合志市須屋
2,680万

円
●上須屋バス停歩3分
●地381.88㎡（115.51坪）美庭
●建152.35㎡（46.08坪）S53年10月築
●交通・買物至便 肥後銀行須屋支店210m
●ハローデイ・コスモス300m

R3年8月内外共リフォーム済
新産住宅施工ゆとりの4LDK

耐震基準適合検査合格済

売家 泗水町吉富
1,438万

円
（
税
込
）

●伝承館前バス停歩8分
●地182.35㎡（55.16坪）実測
●建92.74㎡（28.05坪）2台
●H5年2月築 木造2階建 4LDK
●H8年3月増築 R4年2月済 ナビ 泗水町吉富309-4

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

［リセットハウス］で検索

売家 小川町南部田
1,498万

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

熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱ ☎0966（22）2311

売地 錦町一武
1,480万

円
●一武原バス停歩5分
●地1,338㎡（404.74坪）
● 雑種地 区域外 建築可
●錦町役場車で3分（1,300m）
●国道219号線沿い

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中


