
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
●4/23㈯24㈰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

売事務所 水前寺2丁目
3,980万

円
●水前寺駅前バス停歩5分
●地106.21㎡（32.12坪） 2台
●建182.58㎡（55.23坪）
●RC造3階建 S61年1月築
●オール電化 JR水前寺駅800m

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

㈱シアーズホーム 0120（370）507国土交通大臣（2）第008831号

分譲地 菊陽町久保田
1,249万円～1,265万円
●菊陽町役場バス停歩2分
●地175.68㎡（53.14坪）～
177.97㎡（53.83坪）建築条件付
● 宅地 一中 50％ 100％
●全4区画中2区画販売

分譲地楠5丁目
1,235万円～1,290万円
●楠団地バス停歩5分
●地170.15㎡（51.47坪）～
174.01㎡（52.63坪）建築条件付
● 宅地 一中 60％ 150％
●全14区画中2区画販売

分譲地 砂原町
904万円～930万円
●砂原バス停歩2分
●地170.79㎡（51.66坪）～
170.98㎡（51.72坪）建築条件付

● 宅地 一中 60％ 150％
●全8区画中3区画販売菊陽中部小•菊陽中校区 楡木小•楠中校区 飽田東小•飽田中校区

物件詳細•お問い合わせはコチラ物件詳細•お問い合わせはコチラ 物件詳細•お問い合わせはコチラ 売地 益城町安永
1,550万

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

売地 鶴羽田4丁目
1,800万

円
●鶴バス停歩3分
●地395㎡（119.48坪）
● 畑 一中 60％ 150％
●更地 東側公道 
●北部東小・北部中校区

売地 小山6丁目
6,200万

円
●小山バス停歩7分
●地1,379.17㎡（417.19坪）
● 宅地 二中 60％ 150％
●建物4棟有 現状有姿渡し
●託麻東小・二岡中校区

売地 龍田陳内3丁目
2,600万

円
●龍田陳内3丁目バス停歩2分
●地755.51㎡（228.54坪）更地
● 宅地・山林 一中 60％ 150％
●北西側セットバック要
●龍田西小・龍田中

売マンション 春日2丁目
3,300万

円
●二本木口電停歩1分
● 75.83㎡（22.93坪）3LDK
●RC造15階建7F H25年9月築
● 23,400円 ペット可
●JR熊本駅徒歩3分

売店舗 下南部3丁目
8,300万

円
●下南部入口バス停歩3分
●地648.79㎡（196.25坪）
●建264.65㎡（80.05坪）H7年4月築
●木造・鉄骨造2階建 有
●東バイパス沿い

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（4）第4386号 ☎096（364）5010
http://www.best-green.jp

熊本県知事（2）第4999号

㈱アイアース不動産

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）

［アイアース不動産で検索］
☎096（273）7776

売地 龍田9丁目
1,990万

円
●JR武蔵塚駅歩11分
●地282.30㎡（85.39坪）
● 宅地 一住 60％ 200％
●北側6m公道 電気・上下水道
●更地 店舗用地適 楠小・中校区
熊本県知事（1）第5396号

満天ホーム㈱
☎096（200）9257

熊本県知事（14）第960号

㈲中村巌不動産 ☎096（384）2057

売地 東区東野2丁目

5,000万
円

●桜木小学校入口バス停歩2分
●地305.96㎡（92.55坪）
● 宅地 一中 60％ 150％
●更地 6m道路 間口12.83m
●秋津小・東野中校区

売事務所 中央区八王寺町

2,480万
円

●八王寺新道バス停歩2分
●地159.56㎡（48.26坪）
●建155.52㎡（47.04坪）S53年6月築
●鉄骨造3階建 5DK
●1F：駐車場 2・3F：事務所・住居

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

売地 山鹿市鹿本町
250万

円
●録田住宅前バス停歩3分
●地164.44㎡（49.74坪）
●宅地区域外70％200％
●西側公道約4ｍ 接道約11.5ｍ
●建築条件無 鹿本小・鹿本中校区
熊本県知事（11）第2019号

新産不動産
☎096（312）5070

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 人吉市五日町
月額7.3万円

●九日町バス停歩1分
●40.32㎡（12.19坪）有
●RC造10階建7F H19年12月築 1LDK
●保証金21.9万円 家財保険加入
●オートロック・EV・ネット環境あり

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中
熊本県知事（11）第1960号

㈱ユーナン開発
☎096（372）6776

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226.81㎡（68坪）
● 宅地 無指定 70％ 200％
●非線引き区域 山鹿小校区
●共有持分199㎡（60.2坪）有


