●瓦屋町バス停歩5分
●22.75㎡(6.88坪)1K
●RC造4階建1F 保証金9.9万円
●H3年6月築 家財保険加入
● 有 無料wifi
熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱

☎0966（22）2311

ファミリー
マート
ナフコ大津店

吹田団地
東口交差点

57

阿蘇
方面→

大津小・中校区

1,590

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

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220m
●宇城市民病院まで120m
熊本県知事（11）第1960号

㈱ユーナン開発
☎096
（372）
6776

1,890

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

北九開発㈱

新築一戸建 大津町室

Ｒ3年12月旧価格 Ｒ4年7月新価格

2,898万円 ➡2,798万円
●翔陽高校前バス停歩13分
●地180.16㎡（54.49坪） 2台
●建106.81㎡（32.31坪）R4年5月築
●木造2階建 4LDK＋WIC オール電化

売家 宇土市住吉町

売家 八分字町

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

●砂原バス停歩6分
●地181.09㎡（54.77坪） 3台可
●建110.13㎡（33.31坪）3LDK
●木造2階建 H26年10月築
●飽田東小660m・飽田中550m

1,298

熊本県知事（2）第4999号

翔陽高

トライアル

土地代•外構工事費込

2,480万円
☎096（273）7776

㈱アイアース不動産 ［アイアース不動産で検索］

5,800

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）

☎096（384）0311
オープンハウス
7/16㈯17㈰10：00〜18：00

シアーズホームグループ㈱サンタ不動産
売地 宇城市松橋町両仲間

オープンハウス
7/16㈯17㈰12：00〜16：00
菊陽自動車学校

ナビ 菊陽町原水1328‐3

豊肥本線

現地

セブンイレブン
ハンズ アヴァン
マン
モール菊陽
ケーズ
デンキ フジチク
57

ローソン

ヒライ

緑ヶ丘公園

室小

現地
肥後大津駅

なべしま
菊陽
バイパス

ヒロセ

57

室小・大津北中校区

新築一戸建 大津町室

3,088万円

●翔陽高校前バス停歩13分
●地180.16㎡（54.49坪） 3台
●建107.65㎡（32.56坪）R4年6月築
●木造2階建 5LDK 全室LED照明
●オール電化・エコキュート・床下収納

☎096（334）0007

420

万
円
●木留橋バス停歩2分
●地638㎡（192.99坪）
●雑種地 調整40％80％
●393㎡の山林含む 建築条件なし
日当良好 菱形小720ｍ 鹿南中校区

売地 植木町広住

1,390

万
円
●植木3丁目バス停歩4分
●地385.85㎡（116.71坪）建物有
●宅地一住・一中60％
●150％・200％ 利便性良好
高台 建築条件無 植木小歩5分（400ｍ）

売地 硯川町

松田うなぎ屋

R4年4月リフォーム済

㈱猪本ホールディングス

熊本県知事
（1）
第5318号

売家 益城町安永

2‚698万円

●上野添バス停歩3分
●地629.88㎡（190.53坪） 5台可
●建162.88㎡（49.27坪）S62年4月築
●軽量鉄骨・木造2階建 6L・DK＋WIC
●H25年2月増築 R4年7月済

HITOYOSHI REX

☎096
（288）
2953
オープンハウス
7/16㈯17㈰12：00〜16：00
セブン 広安小
イレブン
235

ナビ 益城町安永817‐2

［リセットハウス］で検索

益城第二
幼稚園

益城
整形外科

アタック
スマート

28

ドラッグ
コスモス

☎096
（285）8421

売家 高平1丁目 売家 高平1丁目

売家 大窪4丁目

1,200

1,680

3,280万円

売地 渡鹿8丁目 売地 龍田陳内2丁目

売地 下硯川町

1,680

2,980万円

収益物件、土地のご売却をご検討の方、
是非、マツムラまでご相談下さい!!
買取相談受付中!!

850

万
円
●硯川バス停歩3分
●地343.30㎡（103.84坪）高台
●宅地・畑 調整・区域外40％
●80％ 集落内開発区域内 南西角地
日当良好 建築条件無 西里小・北部中

万
円
●小磧橋バス停歩5分
●地343.8㎡（103.99坪）更地
●宅地 一住60％200％
●日当・利便性良好 現況更地
建築条件無 西原小・中校区

熊本県知事
（6）
第3927号
〒860‐0085 北区高平3丁目13‐35

売地 兎谷1丁目 売地 和泉町

焼肉の殿堂南大門

セブン
イレブン

熊本県知事（3）第4774号

1,480

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
●マルショクまで徒歩3分（180m）

至東バイパス↓

現地

土地代•外構工事費込

●緑ヶ丘バス停歩2分
●地220.89㎡（66.81坪） 3台可
●建118.22㎡（35.76坪）木造2階建
●4LDK＋納戸 H4年4月築
●R4年7月済 菊陽北小・菊陽中

ナビ 宇土市松山町1707‐2

︵税込︶

吹田団地
簡易郵便局

2‚498万円

☎096（384）5400

㈱リアルト・ハーツ熊本支店

︵税込︶

2,698万円 ➡2,598万円
●吹田団地バス停歩2分

●松山コミュニティセンターバス停歩4分
●地273.12㎡（82.61坪） 3台
●建85.7㎡（25.92坪）S53年8月築
●軽量鉄骨造平屋建 3LDK
●R4年6月済 花園小・鶴城中

ナビ 西区花園6‐33‐28

︵税込︶

Ｒ3年11月旧価格 Ｒ4年7月新価格

1,598万円

熊本県知事（6）第3882号
www.hokkyuu.jp（スマホ対応）

オープンハウス
7/16㈯17㈰10：00〜18：00

︵税込︶

︵税込︶

新築一戸建 大津町大林

売家 菊陽町原水

㈱エステートジャパン

●JR肥薩線人吉駅歩10分
●地187.78㎡（56.8坪）2台可
●建120.98㎡（36.59坪）3LDK
●木造2階建 S52年12月築
●閑静住宅街 日当り良好

現地

1,198

熊本県知事（1）第5559号

オープンハウス
7/16㈯17㈰13：00〜17：00

売家 宇土市松山町

☎0965
（45）
5161

売マンション 新屋敷3丁目 売マンション 保田窪1丁目 売マンション 新南部5丁目 売マンション 水前寺1丁目 売地 二本木3丁目 売地 植木町木留
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㎡

㈱ティ・エム・コーポレーション ☎096（234）9880

熊本県知事
（11）
第1980号
熊本市中央区水前寺1丁目31番15号

熊本県知事（2）
第5075号

1,439万円

ダイソー

1‚598

万
円
●JR玉名駅歩53分（車11分）
●地408.67㎡（123.62坪）3台可
●建106.91㎡（32.34坪）3LDK
●木造平家建 S33年12月築
●オール電化 耐震補強済

㈱h＆t不動産コンサルタント

☎092
（806）
2181

国土交通大臣（4）
第7231号
熊本市東区秋津新町2番22号

株式会社ホロムアコーポレーション ☎096（354）7722
R4年3月全面リフォーム済

スコーレヒル産業株式会社

福岡県知事（11）第7464号

3,300

ファミリー
マート

熊本県知事（2）第5092号

●地234.27㎡（70.86坪） 3台
●建107.65㎡（32.56坪）R4年4月築
●木造2階建 5LDK 全室LED照明付

土地活用相談無料受付中

●地632.83㎡（191.43坪）
●建465.46㎡（140.8坪）
●木造2階建 H2年11月築 17台
●2DK×12戸 満室時利回11.6％可

2,380

売家 人吉市城本町 オープンハウス7/16㈯17㈰18㈪10：00〜15：00

惣領局

●花園校前バス停歩6分
●地155.93㎡（47.16坪） 2台可
●建78.46㎡（23.73坪）3LDK
●S40年10月築 S57年10月増築
●木造2階建 R4年5月済

●野口神社前バス停歩2分
●地664.31㎡（200.95坪） 2台
●建168.30㎡（50.91坪）H17年7月築
●木造2階建 4LDK 西側道路 環境良
●白坪小・花陵中 和風邸宅・庭園

万
円
●浜戸川橋バス停歩4分
●地643.10㎡（194.53坪）
●宅地 一住60％200％
●北側・南側9m両面道路
●建物有 アパート用地適

︵税込︶

●市電蔚山町電停徒歩4分
●地165.68㎡（50.11坪）
●宅地商業80％400％
●ゆめマート熊本新町726m イワサキACE島崎店738m
●一新小学校 西山中学校校区

売地 南区城南町下宮地

万
円
●坪井横町バス停歩1分
●地121.88㎡（36.86坪）
●宅地 近商80％300％
●壺川小・京陵中 バス通り沿い
●東側8m 南側7m道 角地

︵税込︶

1,538万円

売地 中央区坪井5丁目

●地13,628㎡
（4,122坪）
●山林無指定20％60％
●別荘、ホテル用地向け 自然公園法
阿蘇・九重国立公園第3種特別地域

︵税込︶

2,600万円

売家 玉名市滑石

求む！！

売家 花園6丁目

売家 西区蓮台寺1丁目

1,880万円 4,000万円 5,380万円
●南阿蘇鉄道高森駅から8㎞ ●玉名魚市場入口バス停歩7分

土地・建物

︵税込︶

売地 中央区新町3丁目

売地 高森町上色見 売アパート 玉名市築地

八代・人吉

︵税込︶

貸マンション 人吉市城本町
月額3.3万
円

870

万
円
●北津留バス停歩5分
●地204㎡
（61.71坪）
●畑 一低40％80％
●建物有・解体相談 北西側4m道路
建築条件無 清水小・竜南中校区

2,050

万
円
●建山入口バス停歩12分
●地318㎡（96.19坪）高台
●畑 一低40％80％
●ビオトープ立田の杜分譲地内 建築条件無
龍田西小歩5分（400ｍ）
・龍田中校区

万
円

万
円
●和泉バス停歩3分
●山伏塚バス停歩7分
●地1,219.27㎡（368.82坪）更地 ●地184.02㎡（55.66坪）
●宅地 調整40％80％ ●建92.21㎡（27.89坪）S53年2月築
●841㎡の山林含む 西側6m公道 ●軽量鉄骨造2階建 4DK 分譲地内
建築条件無 西里小・北部中校区 太陽光発電有 高平台小歩5分（400m）

●下硯川バス停歩3分・JR西里駅歩8分
●地5,108㎡（1,545.17坪）更地
●山林・原野 調整40％80％
●施設用地 集落内開発区域内・建築可
日当良好 建築条件無 西里小・北部中

㈲不動産のマツムラ

2,248

万
円
●高平南公園バス停歩1分 北西角地
●地161.9㎡（48.97坪）木造2階建
●建103.82㎡（31.40坪）S46年11月築
●R4年2月内装全面済 3LDK
日当良好 高平台小歩1分（80m）

●熊本機能病院前バス停歩4分
●地1,129.57㎡（341.69坪）8DK
●建192.44㎡（58.21坪）築年月不詳
●広々敷地 閑静住宅地 木造2階建
日当良好 高平台小・京陵中校区

☎096（344）9889
物件探しは 不動産のマツムラ で 検 索

