
㈲ワールド不動産 ☎0968（36）9201熊本県知事（2）第5062号

売地 七城町甲佐町
550万

円 
●七城農協前バス停歩4分
●地397.31㎡（120.1坪）
● 宅地 都市計画区域外
●北西4.5ｍ公道接面17.5ｍ・南6.0ｍ
●公道接面30.0ｍ 現状更地

売地 菊池市旭志川辺
1,558万

円 
●旭志川辺バス停歩8分
●地1,470.00㎡（444.6坪）
● 畑 無指定 70％ 200％
●国道沿い 西20.0ｍ公道接面58.0ｍ
●現況更地

売家 鹿本町梶屋
845万

円 
●梶尾橋バス停歩7分
●地447.31㎡（135.31坪）
●建72.72㎡（21.9坪）Ｓ30年3月築
●3DK（和8 洋6・6）木造平屋建
●Ｒ4年3月リフォーム済 10坪以上の庭有

売家 泗水町永
880万

円 
●高江バス停歩55分
●地334.96㎡（101.32坪）
●建84.46㎡（25.5坪）Ｓ61年4月築
●3LDK（和8・6 洋8）木造平屋建
●ゆっくり暮らせる平屋 現状空家

売家 七城町甲佐町
928万

円 
●旭志川辺バス停歩8分
●地295.09㎡（89.26坪）
●建158.29㎡（47.8坪）Ｓ30年1月築
●5SDK（和8・6・6・4.5 洋8 Ｓ4.5）
●木造2階建 R4年1月リフォーム済

売地 泗水町吉富
880万

円
●老人ホーム前バス停歩3分
●地300.00㎡（90.74坪）
● 畑 無指定 70％ 200％
●南10.0ｍ接面20.0ｍ 現状更地
●小学校区間1㎞以内

売地 菊池市旭志川辺
600万

円
●保育園前バス停歩3分
●地362.00㎡（109.5坪）
● 宅地 都市計画区域外
●南東6.0ｍ接面17.0ｍ 南西5.0ｍ接面6.0ｍ
●現状更地 住宅用地として適

売地 泗水町吉富
350万

円
●老人ホーム前バス停歩4分
●地174.00㎡（52.63坪）
● 雑種地 無指定 70％ 200％
●接道北6.0ｍ 公道接面18.0ｍ
●現状更地 人気の泗水小校区

売地 菊池市出田
550万

円
●広瀬バス停歩11分
●地851.00㎡（257.42坪）
● 宅地 無指定 70％ 200％
●東6.0m私道接面5.0m
●現状更地

売地 七城町砂田
650万

円
●七城総合支所前バス停歩4分
●地302.74㎡（91.57坪）
● 宅地 無指定 70％ 200％
●接道東。現状建物有。解体更地渡し。ボーリング工事は不要。
●小学校650m、中学校680m、学校が近く安心です。

売地 七城町小野崎
778万

円
●平島バス停歩7分
●地568.00㎡（171.8坪）
● 田 都市計画区域外
●接道北10.0ｍ 公道接面11.0ｍ
●現状更地

売地 七城町甲佐町
785万

円
●七城農協前バス停歩3分
●地811.00㎡（245.32坪）
● 宅地 無指定 70％ 200％
●北西5.5m公道 接面14.0m
●子育てに優しい閑静な住環境です。

売地 菊池市西寺
1,545万

円
●西野間口バス停歩7分
●地511.00㎡（154.57坪）
● 畑 無指定 70％ 200％
●西4.0m接面15.0m・南16.0m接面34.0m
●二面道路

急募!求む!
土地・建物
お電話ください。
どんな物件でも構いません

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
●5/7㈯8㈰12～16時オープン

売マンション 帯山1丁目
1,098万

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 新屋敷3丁目
1,198万

円
●九品寺交差点電停歩11分
● 60.42㎡（18.27坪）
● 15,100円 近隣12,000円
●S56年5月築 RC4階建2F
●2LDK＋WIC 8.36㎡

㈱アイケンジャパン

利回り6.24％可 利回り6.69％可

☎096（355）6655国土交通大臣（2）第8177号

新築売アパート 中央区新町4丁目
6,584万

円
（
税
込
）

●新町電停歩6分 6世帯
●地140.47㎡（42.49坪）オートロック
●建199.57㎡（60.36坪）R4年2月築
●免震構造 SVC構造 IOTセキュリティ
●劣化対策等級3仕様 1F防犯シャッター

新築売アパート 中央区坪井5丁目
7,940万

円
（
税
込
）

●電鉄藤崎宮前駅歩13分 8世帯
●地254.74㎡（77.05坪）オートロック
●建256.31㎡（77.53坪）R4年3月築
●免震構造 SVC構造 IOTセキュリティ
●劣化対策等級3仕様 1F防犯シャッター

※イメージパース ※イメージパース

※仲介不可 ※仲介不可

売家 北区麻生田3丁目
1,480万

円
●鈴ヶ原バス停歩4分
●地280㎡（84.7坪） 2台可
●建112.67㎡（34.08坪）
●S43年10月築 木造2階建
●5DK 麻生田小・清水中校区

売家 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 東区戸島西1丁目
1,700万

円
●西戸島団地前バス停歩10分
●地156.00㎡（47.19坪） 2台
●建116.75㎡（35.31坪）Ｈ8年10月築
●5LDK＋納戸 木造2階建
●北東角地 R4年9月以降引渡

売家 東区長嶺西2丁目
1,970万

円
●長嶺四ツ角バス停歩7分
●地113.95㎡（34.46坪） 2台
●建80.81㎡（24.44坪）木造2階建
●S61年5月築 R4年5月 完成予定 
●照明付 3LDK 託麻西小・西原中校区

売家 合志市須屋
3,280万

円
●上須屋バス停歩6分 3台
●地241.68㎡（73.11坪）RC2階建
●建189.46㎡（57.31坪）S62年4月築
●4LDK＋WIC 石庭・池有 照明・サウナ付
●角地 西合志南小・西合志南中校区

売地 東区花立3丁目
1,650万

円
●東本町バス停歩4分
●地192.71㎡（58.29坪）
● 宅地 一中 60％ 150％
●西側4m公道 建物有・更地渡し
●上下水道 桜木東小・桜木中校区

売地 東区錦ヶ丘
1,200万

円
●東部出張所前バス停歩6分
●地156.64㎡（47.38坪）更地
● 宅地 二中 60％ 150％
●電気・上下水道・側溝 
●健軍校前電停歩18分 尾ノ上小・錦ヶ丘中

売家 武蔵ヶ丘北3丁目
2,380万

円
●尚絅大学前バス停歩3分
●地193㎡（58.38坪） 3台可
●建101.98㎡（30.84坪）木造2階建
●H2年3月築 3LDK カーポート付
●庭付き 武蔵ヶ丘北小・武蔵ヶ丘中

売マンション 中央区新屋敷2丁目
1,880万

円
●大江川鶴バス停歩1分
● 74.76㎡（22.61坪）3LDK
●H11年1月築 SRC11階建9F ペット可
● 15,900円 有
●大江小/白川小・白川中 ヴィオラ新屋敷

売地 東区小峯3丁目
1,890万

円
●小峯三丁目バス停歩1分
●地254.11㎡（76.87坪）更地 
● 宅地 二中 60％ 150％
●上下水道・都市ガス・側溝
●分筆登記後引渡 山ノ内小・錦ヶ丘中

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 ➡

熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱ ☎0966（22）2311

貸家 球磨郡錦町西
月額6.5万円

●錦西小入口バス停歩12分
●建75.90㎡（22.95坪）4DK
●H5年12月築 木造瓦葺平屋建
●家財保険加入要 保証金19.5万円
●駐車場2台 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

㈱あおぞらホーム ☎096（284）1484熊本県知事（2）第4874号

売家 梶尾町
2,049万

円
（
税
込
）

●寺の下バス停歩5分（350m）
●地328.48㎡（99.36坪） 3台
●建129.17㎡（39.07坪）H5年10月築
●軽量鉄骨2階建 4LDK+納戸 角地
●R3年12月内外装 済 北部東小・北部中

売地 清水新地5丁目
1,240万

円
●杉下バス停歩2分
●地175㎡（52.93坪）更地
● 宅地 二中 60％ 200％
●南東・北西二方道路 交通アクセス良好
●事務所・美容室等適 麻生田小・清水中

土・日オープンハウス
10：00～17：00

㈲熊コーポレーション熊本県知事（2）第5216号

売家 鹿北町岩野
1,480万

円
（
税
込
）

●岩野バス停歩4分

●地566.25㎡（171.29坪）6台可
●建122.82㎡（37.15坪）木造平屋建

●H23年4月築 3LDK+納戸 オール電化

●店舗・事務所可 鹿北小・中校区

売家 菊池市隈府
1,680万

円
（
税
込
）

●軌道敷跡バス停歩2分 3台以上可
●地896.28㎡（271.12坪）木造平家建

●建91.71㎡（27.74坪）S41年11月築

●5DK 車庫・倉庫・家庭菜園付 日当良好

●八方ヶ岳望む 隈府小・菊池南中校区

売マンション 水前寺3丁目
1,480万

円
（
税
込
）

●北水前寺踏切バス停歩2分

●87.42㎡（26.44坪）H4年9月築
●26,660円 RC9階建2F 3LDK
●東南角部屋 宅配BOX有 託麻原小・帯山中

●AC4台 ライオンズM水前寺第3壱番館

売地 南阿蘇村白川
1,263万

円
●山鳥バス停歩25分

●地835㎡（252.58坪）更地

●雑種地無指定30％60％
●北側3m公道 下水道加入金・引込工事要

●別荘・店舗・ペンション可 日当り良好

売地 徳王1丁目
3,480万

円
●清水台団地入口バス停歩6分

●地882.57㎡（266.97坪）更地

●畑一中60％150％
●西側道路要道路中心後退 広々敷地

●要農地転用届 現状渡し 西里小・京陵中

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
3,990万

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

☎096（384）6123
[熊コーポレーション]で検索

ゆう

売地 龍田9丁目
1,850万

円
●JR武蔵ヶ丘駅歩11分
●地282.30㎡（85.39坪）
●宅地二中60％200％
●店舗・事務所・住宅・クリニック適
●県道沿 武蔵ヶ丘病院向かい
熊本県知事（3）第4697号

㈱ホワイトホーム
☎096（387）4416


