売地 菊池市出田

売地 七城町甲佐町

売地 菊池市旭志川辺

売地 菊池市旭志川辺

売地 菊池市西寺

売地 七城町甲佐町

売地 菊池市旭志川辺

売地 山鹿市熊入町

売地 菊池市西寺

売地 山鹿市中

売家 鹿本町梶屋

売家 泗水町永

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

万
円
●七城農協前バス停歩4分
●地320.86㎡（97.06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

万
円
●保育園前バス停歩3分
●地290.88㎡（87.99坪）
●宅地都市計画区域外
●南東6.0ｍ公道接面17.0ｍ 南西5.0ｍ公道
接面6.0ｍ 現状更地 住宅用地として適

万
円
●保育園前バス停歩3分
●地331.54㎡
（100.2坪）
●宅地無指定
●接道 南東6.0ｍ 私道接面22.0ｍ
●現状更地 住宅用地として適

万
円
●中西寺バス停歩4分
●地231.61㎡
（70.06坪）
●宅地無指定70％200％
●接道 南6.0ｍ 公道接面17.0ｍ
●相談/更地渡 小学校まで120ｍ

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。

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

万
円
●熊入四つ角バス停歩5分
●地968㎡（292.82坪）
●田無指定60％200％
●現状更地 接道 南6.0ｍ 公道 接面26.5ｍ
●東4.0ｍ私道 接面15.0ｍ

万
円
●北古閑バス停歩9分
●地2,427.85㎡（734.42坪）
●宅地無指定70％200％
●西5.5ｍ 公道接面22.0ｍ
●現状建物有

万
円
●山鹿市民医療センターバス停歩7分
●地1,624.00㎡（491.26坪）
●雑種地一低40％80％
●接道 北東6.0ｍ 公道接面34.5ｍ
●現状更地 上下水道あり

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

●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

550

600

630

720

785

売地 西区花園6丁目

730

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

2‚080

売家 御領8丁目 売別荘 南阿蘇村吉田

万
円
●JA豊田支所前バス停歩4分
●地862.76㎡（260.98坪）
●建163.35㎡（49.41坪）
●H1年12月築 6〜7台可
●4LDK 平家建て
熊本県知事
（14）第1022号

3‚450

万
円
●インターチェンジ前バス停歩8分
●地499.54㎡（151.11坪）
●建123.97㎡（37.5坪）
●H4年11月築 10台可
●H31年4月洗面台・浴室ユニット交換済

1,750

2,569

5,700

845

880万円

㈲ワールド不動産

熊本県知事
（2）第5062号

売家 城南町塚原

1,558

1,800

万
円
●南阿蘇鉄道阿蘇白川駅歩26分
●地991㎡（299.77坪）
●建113.42㎡（34.3坪）H9年10月築
●木造2階建地下1階 3LDK＋納戸
●ウッドデッキあり

㈱日本ハウジング情報センター

☎096（363）7113

売地 妙体寺町

3,100

万
円
●浄行寺バス停歩2分
●地330.6㎡
（100坪）
●宅地 近商
●80％240％
●準防火地域

◆建物２棟付◆
1棟目：1969年築
RC造陸屋根4階建
2棟目：1980年築
鉄骨造鉄板葺3階建
（所有者居住中）

熊本県知事（8）第2932号

㈲手塚プランニング ☎096（345）6446

売地 益城町安永

1,480

万
円

売家 中央区段山本町

売家 合志市須屋

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

国土交通大臣（1）
第9594号

3,180

●71.48㎡（21.6坪）3LDK
●S61年11月築 SRC9階建8F
●15,700円 西南角部屋
●ペット可 R4年8月内装完了予定
熊本県知事（3）第4672号

㈱S・トラスト
☎096
（377）
7117

4,500万円 3,688万円〜3,698万円 3,220万円〜3,240万円
●南阿蘇鉄道加勢駅歩37分 古民家
●地2,100.16㎡（635.29坪）角地
●建316.68㎡（95.79坪）木造2階建
●1820年1月築 30台可 7LDK
●カフェとワーキングスペース併用可
熊本県知事（3）第4741号

㈱ボン・ライフ
☎096
（284）
5667

●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
熊本県知事（8）第3227号

1,790

●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

エイブルネットワーク 熊本地所㈱ ☎096（273）8991

売地 島崎4丁目 売家 城南町下宮地

2,300

万
円
●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

950

万
円
●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

3,600

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

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

1,980

万
円
●二里木バス停歩1分
●108.86㎡（32.93坪）3LDK
●RC4階建1・2F H4年5月築
● 33,160円 ペット可
●リビングバルコニー有 後渡し

株式会社たたら不動産

古くなったアパート•貸家
買い取ります!!
ご相談だけでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
熊本県知事（1）第5472号

㈱グラント不動産

売家 宇土市松山町 売店舗 下南部3丁目 売店舗 下南部3丁目

1,700万円

●上松山バス停歩6分
●地182.60㎡（55.23坪）
●建101.02㎡（30.55坪）H5年6月築
●木造2階建 4LDK 花園小・鶴城中
●R4年5月リノベーション済

7,500万円

●下南部入口バス停歩3分
●地521.99㎡（157.9坪）
●建447.9㎡（135.48坪）
●鉄骨造2階建 H2年1月築
● 有 東バイパス沿い

☎096（201）5503

2,300

万
円
●壷井橋バス停歩2分
●83.31㎡（25.2坪）
●RC7階建6F H8年8月築
●27,860円 3LDK
●碩台小・竜南中校区（藤園中通学可）

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

☎096
（364）
5010

ベスト・グリーン㈱

売家 北区八景水谷2丁目 売マンション 西区池田1丁目 売マンション 北区龍田7丁目 売マンション 中央区坪井1丁目

熊本市中央区新屋敷2丁目2‐1

売マンション 二本木3丁目 売店舗 南阿蘇村河陰 新築一戸建 東京塚町 新築一戸建 東京塚町

1,120万円
●二本木バス停歩2分

万
円

熊本県知事（4）
第4386号

万
円
●桜木小学校入り口バス停歩3分
●地193.31㎡（58.47坪） 有
●建144.65㎡（43.75坪）5DK
●H12年3月築 鉄骨造2階建
●事務所兼住宅 秋津小・東野中校区

2,650

1,700

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

売家 東区沼山津1丁目

2,980

売地 鶴羽田4丁目 売地 合志市幾久富

急募!求む! 土地・建物
お電話ください。
☎0968
（36）
9201

http://www.best-green.jp

南阿蘇村河陽

売地 北区麻生田3丁目

売地 東区花立3丁目

万
円
●西栃木バス停歩17分
●地915.78㎡（277.02坪）
●建588㎡（177.87坪）H9年3月築
●RC4階建 1部屋1台
●1R×24戸 満室時利回り11.83％可

万
円
●鈴ヶ原バス停歩4分
●地289.99㎡（87.72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

万
円
●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

売１棟マンション

8,400

たたら不動産

1,580

で 検 索

➡

550

1,650

☎096
（375）
7131

熊本県知事（12）
第1694号

売家 八代市古城町

オープンハウス
8/6㈯7㈰13：00〜17：00
キューピー保育園

ドラッグストア 古城児童公園
麦島コミュニティ
モリ
セブンイレブン センター

ナビ 八代市古城町2426‐1

第三中

国土交通大臣（4）第7231号
熊本市東区秋津新町2番22号

前川

ローソン

︵税込︶

1‚548

万
円
●ゆめバス麦島公民館前バス停歩5分
●地237㎡（71.69坪）4台
●建87.07㎡（26.33坪）3LDK
●S55年12月築 木造平家建
●R4年8月完了予定 水回り新品

Daウィン

現地

42

やすらぎ ファミリー
保育園
マート

☎096（285）8421

㈱リアルト・ハーツ熊本支店［リセットハウス］で検索

7,810

万
円
●本妙寺入口電停歩6分 8世帯
●地262.74㎡（79.47坪）オートロック
●建294.08㎡（88.95坪）防犯カメラ付
●R5年6月完成予定 免震構造 SVC構造
●劣化対策等級3仕様 1F防犯シャッター

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

売地 硯川町

売地 兎谷1丁目 売地 植木町岩野

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

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

980

1,080

1,390

1,550万円

2,248万円

●舞尾バス停歩5分
●地171.38㎡（51.84坪）
●建71.24㎡（21.55坪）3LDK
●S58年10月築 木造2階建
R4年6月全面済 閑静住宅街

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

●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）

☎096
（355）6655

売地 渡鹿8丁目 売地 下硯川町

万
円
●和泉バス停歩3分
●植木3丁目バス停歩4分
●地1,219.27㎡（368.82坪）更地 ●地385.85㎡（116.71坪）建物有
●宅地 調整40％80％ ●宅地 一住・一中60％
●841㎡の山林含む 西側6m公道 ●150％・200％ 利便性良好
建築条件無 西里小・北部中校区 高台 建築条件無 植木小歩5分（400ｍ）

1,680

1,820

㈱アイケンジャパン

インターネット設備完備 ※仲介不可

売地 植木町広住

万
円

売家 高平1丁目 売家 大窪4丁目

万
円

万
円
●段山町電停歩12分 8世帯
●地242.28㎡（73.28坪）オートロック
●建256.38㎡（77.55坪）防犯カメラ付
●R5年3月完成予定 免震構造 SVC構造
●劣化対策等級3仕様 1F防犯シャッター

利回り6.77％可
※イメージパース

売地 和泉町

売家 高平1丁目 売家 植木町舞尾
万
円
●山伏塚バス停歩7分
●地184.02㎡（55.66坪）
●建92.21㎡（27.89坪）S53年2月築
●軽量鉄骨造2階建 4DK 分譲地内
太陽光発電有 高平台小歩5分（400m）

7,610

インターネット設備完備 ※仲介不可

国土交通大臣
（2）第8177号

万
円
●植木病院かがやき館前バス停歩9分
●地333㎡（100.73坪）更地
●畑 調整40％80％
●集落内開発区域内 日当り良好
建築条件無 山東小・五霊中校区

新築売アパート 西区横手5丁目

利回り6.71％可
※イメージパース

︵税込︶

●九日町バス停歩1分
●32.83㎡（9.93坪）H19年12月築
●RC10階建2F 保証金16.5万円
●家財保険加入要 1K 駐車場有
●オートロック インターネット無料

新築売アパート 西区花園3丁目

八代・人吉

︵税込︶

貸マンション 人吉市五日町
月額5.5万
円

3,280万円

●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

●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

2,980万円

●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

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!!

㈲不動産のマツムラ

☎096（344）9889
物件探しは 不動産のマツムラ で 検 索

