1,880

万
円
●南阿蘇鉄道高森駅から8㎞
●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
福岡県知事（11）第7464号

スコーレヒル産業株式会社
☎092（806）
2181

セブン 広安小
イレブン

ナビ 益城町安永817‐2

八代・人吉
土地・建物

求む！！

土地活用相談無料受付中

不動産のウラタ㈱

☎0966（22）2311

売家 合志市須屋

売家 中央区段山本町

売家 合志市須屋

売家 北区八景水谷2丁目

万
円
●新地団地バス停歩12分
●地167.6㎡（50.69坪）3台可
●建82.3㎡（24.89坪）3LDK
●R3年5月築 木造2階建
●オール電化 全館空調システム

万
円
●杉塘電停歩3分 車庫付
●地224.16㎡（67.8坪）3台可
●建132.91㎡（40.2坪）4LDK
●軽量鉄骨造2階建 S63年10月築
●リフォーム要 一新小・西山中校区

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

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 緑の柱仕様
●省令準耐火構造 城北小・清水中校区

3,180

熊本市中央区新屋敷2丁目2‐1

3,600

益城第二
幼稚園

アタック
スマート

28

ドラッグ
コスモス

●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㎡

1,598

オープンハウス
7/23㈯24㈰13：00〜17：00

ナビ 宇土市松山町1707‐2

㈱リアルト・ハーツ熊本支店

熊本県知事（2）第4999号

㈱アイアース不動産
☎096
（273）
7776

●熊本都市バス灰塚バス停歩4分
●地137.63㎡（41.63坪）×2 2台
●建106.82㎡〜107.44㎡ 2棟販売
●4LDK+WIC+テレワークルーム
●R4年8月完成予定 尾ノ上小・錦ヶ丘中

●熊本都市バス灰塚バス停歩4分
●地122.18㎡〜122.19㎡ 2台
●建96.46㎡〜97.91㎡ 2棟販売
●R4年8月完成予定 4LDK+WIC
●木造2階建 尾ノ上小・錦ヶ丘中

熊本県知事（8）第3227号

エイブルネットワーク 熊本地所㈱ ☎096（273）8991

売家 中央区平成3丁目 売店舗 大津町古城 売マンション 西区池田1丁目 売マンション 中央区本山町

5,420

万
円

1億4,800

万
円
●JR平成駅歩3分
●JR立野駅歩14分（1.1km）
●地6,401.75㎡（1,936.52坪）
●地304.29㎡
（92.04坪）
●建192.48㎡（58.22坪）H9年5月築 ●建670.89㎡（202.94坪）H14年6月築
●軽量鉄骨造2階建 5LDK＋2納戸 ●鉄骨造2階建 平置40台 現況渡し
●2台（電動ゲート＆カーポート付） ●旧オリーブミルクロード教会

株式会社たたら不動産

980

万
円
●池田一丁目バス停歩4分
●65.95㎡（19.94坪）3LDK
●RC14階建8F H7年5月築
●15,180円 10,000円
●アーサー京町パークシティ

1,690

万
円
●本山通りバス停歩4分
●70.02㎡（21.18坪）3LDK
●H3年10月築 SRC造14階建3F
●18,970円
●ビブレ本山 向山小・江南中校区

たたら不動産

売地 北区麻生田3丁目

売地 東区花立3丁目

万
円
●鈴ヶ原バス停歩4分
●地280㎡（84.7坪）更地
●宅地一中60％150％
●東側4.02m私道 上下水道
●麻生田小・清水中校区

●東本町バス停歩4分
●地192.71㎡（58.29坪）
●宅地一中60％150％
●更地 西側4m公道
●桜木東小1,300m・桜木中1,100m

1,580

で 検 索

1,498万円

●JR南熊本駅歩10分
●68.58㎡（20.74坪）
● 16,300円 3LDK
●H2年5月築 SRC11階建4F
●R4年5月水回り・内装済

1,798万円

●JR南熊本駅歩21分
●80.18㎡（24.25坪）
● 17,000円 3LDK
●H1年10月 RC8階建4F
●フラワーマンション田迎

北九開発㈱
売家 北区植木町大和

1,638

万
円
●ショッピングセンター前バス停歩2分
●地214.68㎡（64.94坪）3台可
●建96.86㎡（29.30坪）S58年12月築
●木造2階建 3LDK＋WIC＋屋根裏収納
●R4年4月済 菱形小・鹿南中校区

1,650万円

☎096
（375）
7131

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
7/23㈯24㈰10：00〜17：00
樹の公園
マルエイ

至３号線→

113

ちびっこ公園

現地

ナビ 北区植木町大和80‐9

［リセットハウス］で検索

売家 宇土市住吉町 新築一戸建 東京塚町 新築一戸建 東京塚町
1,298万円 3,688万円〜3,698万円 3,220万円〜3,240万円

●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

●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）

熊本県知事
（6）
第3882号
www.hokkyuu.jp（スマホ対応）

売家 宇土市松山町

万
円
●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

1,480万円

水の塔公園

235

1,198万円

︵税込︶

熊本県知事（12）第1694号

国土交通大臣
（1）第9594号

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

益城
整形外科

セブン
イレブン

●北泉田町バス停歩3分
●61㎡（18.45坪）2LDK
●RC造3階建2F 保証金22.2万円
●H22年3月築 家財保険加入
● 有 オートロック・エレベーター

2,650

ダイレックス

菊池みゆきこども園

2‚698

オープンハウス
7/23㈯24㈰12：00〜16：00

国土交通大臣（4）
第7231号
熊本市東区秋津新町2番22号

貸マンション 人吉市北泉田町
月額7.4万
円

2,560

ヤマダデンキ

現地

☎096
（364）
5010

現地

ナビ 菊池市隈府803‐12

隈府小

●黒橋バス停歩9分
●地183.39㎡（55.47坪）
●建72.04㎡（21.79坪）4DK
●S61年11月築 軽量鉄骨造平屋建
● 2台可 隈庄小・下益城城南中

http://www.best-green.jp

ダイソー

ロッキー

387

売家 益城町安永

950万円

︵税込︶

サニー 菊池署
セリア325

●三軒屋バス停歩3分
●地565.28㎡（170.99坪）
●宅地 一中60％150％
●北側6m公道 古家有り
●城西小・西山中校区

ファミリー
マート

菊池
コスモス 中央病院

菊池 菊池第２
郵便局 さくら幼稚園

2,300万円

ベスト・グリーン㈱

熊本県知事（4）
第4386号

オープンハウス
7/23㈯24㈰11：00〜16：00

売地 島崎4丁目 売家 城南町下宮地 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 萩原町 売マンション 田迎6丁目 売地 二本木3丁目

惣領局

☎096（370）3883

1‚598

1,790

︵税込︶

㈱熊本不動産ネット

売家 菊池市隈府

万
円
●北宮バス停歩7分
●地166.13㎡（50.25坪）2台可
●建94.3㎡（28.52坪）S62年6月築
●木造2階建 3LDK＋WIC
●R4年6月済 隈府小・菊池南中

1,700

万
円

菊池市役所

熊本県知事（4）第4366号

熊本県知事（2）第4934号

㈱すいぜんじ公園前不動産 ☎0120（322）021

ゲオ

業者様の情報もお待ちしております

1,480

万
円
●安永バス停歩5分
●鶴バス停歩3分
●光の森4丁目バス停歩3分
●地268.77㎡
（81.30坪）
●地338㎡（102.24坪）更地 ●地395㎡
（119.48坪）
●畑 一低40％80％ ●畑 一中60％150％ ●宅地 一低40％80％
●実測面積342.89㎡
●更地 東側公道
●更地 北東角地
●広安小・益城中校区
●北部東小・北部中校区
●建築条件付 南ヶ丘小・合志中

セブン
イレブン

熊本市内および近郊エリア

5,000

売地 鶴羽田4丁目 売地 合志市幾久富

万
円

菊池南中

200坪〜10,000坪（農地も可）

売地 益城町安永

万
円
●九品寺交差点電停歩11分
●地162.26㎡（49.08坪） 2台
●建121.97㎡（36.89坪）
●H18年6月築 6LDK＋納戸
●木造2階建 駐車場シャッター付

︵税込︶

住宅分譲用地求む!!

売家 新屋敷3丁目

➡

売地 高森町上色見

☎096
（285）8421

萩公園
JR 植木駅

