
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

福岡県知事（7）第12505号

モモチ住宅

売家 長嶺南3丁目
2,480万

円
●長嶺四ツ角バス停歩5分 
●地201㎡（61坪） 2台可
●建143㎡ ゆったり5LDK
●2019年2月耐震補強済 Ｈ3年4月築
●2016年7月大改修済 程度良好

☎092（844）5051
携帯 090（9568）5043

2所帯住宅も可(収納多し)

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（4）第4386号

売地 益城町安永
1,650万

円
●安永バス停歩5分
●地338㎡（102.24坪）更地
● 畑 一低 40％ 80％
●実測面積342.89㎡
●広安小・益城中校区

売地 合志市幾久富
1,790万

円
●光の森4丁目バス停歩3分
●地268.77㎡（81.30坪）
● 宅地 一低 40％ 80％
●更地 北側6ｍ、東側4ｍ道路
●建築条件付 南ヶ丘小・合志中

売家 中島町
2,650万

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

☎096（364）5010
http://www.best-green.jp

売地 高平1丁目
1,380万

円
●清水台団地入口バス停歩3分
●地330㎡（99.82坪）
●宅地一中60％150％
●宅地造成規制区域内 高平台小・京陵中
●セブンイレブンまで歩3分（240m）

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

売マンション 中央街
2,780万

円
●銀座橋バス停歩3分
●95.17㎡（28.78坪）3LDK
●Ｈ13年2月築 SRC15階建9F
●19,200円 H29年12月済
●災害復興返済金5,525円/月（R5.8月迄）

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

熊本県知事（13）第960号

㈲中村巌不動産 ☎096（384）2057

売地 中央区横手3丁目

1億3,917万円
●熊本市電新町電停歩9分
●地2,706.31㎡（818.67坪）
●宅地二中60％200％
●現況実測面積売買
●風致地区 宅地造成規制区域

熊本県知事（10）第2332号

ムラキハウジング ☎096（363）8223

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 更地
●八代小・八代第一中校区

売家 山鹿市来民
4,500万

円
●来民中町バス停歩2分 T14年2月築
●地2,253.53㎡（681.69坪）2階建
●建488.92㎡（147.89坪）9DK
●H17年10月全面 済（約4千万円）
●EV・警備設備付 2所帯入居可

分譲地 宇城市松橋町両仲間
各530万

円
●豊福バス停歩3分 販売2区画
●地220.28㎡（66.63坪）
～220.31㎡（66.64坪）更地
● 宅地 無指定 70％ 200％
●豊福小220m 宇城市民病院120m
熊本県知事（11）第1960号

㈱ユーナン開発
☎096（372）6776

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

売家 松橋町きらら1丁目

2,380万
円

●JAうき本所前バス停歩7分
●地210.24㎡（63.59坪） 3台
●建89.57㎡（27.09坪）RC2階建
●H15年5月築 3LDK 全居室収納付
●オール電化 周辺環境充実 松橋小・中校区

オープンハウス
3/26㈯27㈰13：00～17：00

検索 松橋町きらら1丁目5-1付近
熊本県知事（1）第5424号

ライトワーク㈱ ☎0964（27）9401

マルエイ

宇城市役所

西松屋

ドラッグイレブン セブンイレブンなべしま
ダイレックス
コスモス

ハローワーク
マクドナルド

WASHハウスホワイト急便

靴流通
センター松

橋
神
社

現地266

14

14

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

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

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

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

売家 北区麻生田4丁目
1,448万

円
（
税
込
）

●楡木小入口バス停歩6分
●地135.63㎡（41.02坪） 軽2台可
●建61.82㎡（18.70坪）H元年1月築
●木造平屋建 2LDK R4年1月 済
●周辺施設充実・買物便利 麻生田小・清水中 ナビ 北区麻生田4丁目16‐26

［リセットハウス］で検索

オープンハウス
3/26㈯27㈰12：00～16：00

オープンハウス
3/26㈯27㈰12：00～16：00

オープンハウス
3/26㈯27㈰12：00～16：00

売家 城南町舞原
3,100万

円
●火の君文化センター前バス停歩3分
●地221.25㎡（66.92坪）
●建104.68㎡（31.66坪）R2年8月築
●木造2階建 3LDK（4LDK変更可）
●ハウスメーカーのモデルハウス住宅
熊本県知事（1）第5558号

ありた不動産㈱
☎096（295）5333

貸マンション 大江4丁目
月額3.2万円

●中央消防署前バス停歩1分
● 24.65㎡（7.45坪）
●S60年6月築 7階建2F
● 込 3ヶ月 なし
●即入居可 R3年11月 済
熊本県知事（6）第3854号

金長不動産
☎096（369）5135

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 人吉市下薩摩瀬町
月額7.3万円

●カルチャーパレス前バス停歩13分
● 62.59㎡（18.93坪） 有
●RC造5階建2F 2LDK H25年3月築
●家財保険加入 保証金21.9万円
●オートロック エレベーター 買物便利

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中


