●相良町バス停歩1分
（9.55坪）
●31.59㎡
●鉄骨造3階建1F 2K 有
●H7年3月築 保証金12万円
●家財保険加入 買物便利
熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱

8,691万円

土地・建物

求む！！

●JR光の森駅歩4分 8世帯
●地223.43㎡（67.58坪）オートロック
●建248.45㎡（75.15坪）防犯カメラ付
●R5年5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

土地活用相談無料受付中

☎0966（22）2311

1,498

1,798

万
円
●JR南熊本駅歩21分
●80.18㎡（24.25坪）3LDK
● 17,000円 仲介料不要
●H1年10月築 RC8階建4F
●フラワーマンション田迎

北九開発㈱

熊本県知事（6）第3882号
www.hokkyuu.jp
（スマホ対応）

売地 龍田3丁目 売マンション 保田窪1丁目 売家 池田2丁目 売店舗 大矢野町中

990

万
円
●迫屋敷バス停歩11分
●地625.59㎡（189.24坪）
●宅地 一低40％80％
●龍田西小1，400m・龍田中2，500m
●更地 ニュータウン三光団地
熊本県知事（9）第2831号

㈱ハウスレッシュ

売アパート 東区桜木1丁目

5‚320

1,280

入居率良好!!

2,780万円

●JR宮地駅歩35分 温泉付
●地499.70㎡（151.15坪） 有
●建110.96㎡（33.56坪）H23年10月築
●木造平屋建 4LDK
●ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート物件
熊本県知事（2）第4982号

大和地所株式会社

至大津方面 ファミリーマート ローソン
←
57
JR宮地駅
アゼリア
２１

一の宮
運動公園

現地

☎096（285）6942

2,200

万
円
●二号橋バス停歩1分
●地735.36㎡（222.44坪）有
●建117㎡
（35.39坪）
●H17年9月築 木造平家建
●東側道路

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）

800

万
円
●熊本南病院入口バス停歩9分
●地380㎡
（114.95坪）
●畑一低40％80％
●要農地転用許可 分筆後渡し
●豊福小・松橋中校区

売地 益城町安永

1,300

万
円

売地 芦北町芦北

2,200

万
円
●安永バス停歩5分
●芦北西バス停歩1分
●地338㎡（102.24坪）更地 ●地2,359.99㎡（713.89坪）
●畑一低40％80％ ●宅地無指定70％200％
●実測面積342.89㎡
●建物有・一部賃貸中
●広安小・益城中校区
●現状有姿 国道3号線沿い

黒髪1丁目

水前寺5丁目新築戸建て住宅
限定1組。先着順お申込受付中

売地 野中1丁目

万
円
●今津学校前バス停歩2分
●地13,222.67㎡（3,999.85坪）
●宅地・雑種地・山林・田・畑
●都市計画区域外 建築可
●西側公道に接面 建物有

万
円
●野中バス停歩1分
●地707㎡（213.86坪）
●田一住60％200％
●東側公道に接面 賃貸中
●白坪小・花陵中校区

5,500

3号線まで100mの黒髪1丁目エリア
R3年（1月〜12月）年収1,295万円

4‚527

4‚900

万
円

●田迎バス停歩5分
●地332.85㎡（100.69坪）6台
●建322.68㎡（97.61坪）S63年1月築
●鉄骨造3階建 3DK×6世帯
●平成けやき通りまで240m

株式会社エンシアプラス

8,600

万
円
●信愛女学院前バス停歩4分
●地174.37㎡（52.75坪）2台
●建340.50㎡（103坪）RC造5階建
●H2年3月築 1DK×13世帯
●角地 並木坂まで280m

☎096
（237）
6130

京町LB（ラボ）☎096
（359）
2426
水前寺LB（ラボ）☎096
（284）
1223

☎096
（364）
5010

1,890万円

1,092

万
円
●渡瀬踏切バス停歩6分
●日吉校前バス停歩3分
●地287.64㎡（87.01坪）
●宅地二中60％200％ ●地164.11㎡（49.64坪）
不動産投資に興味がある方又はお悩みの方。
●宅地二住60％200％
●買物交通便良 建物有
お気軽に当社へお寄りください。
担当:青山 ●託麻原小・帯山中校区 ●古家有 更地渡し可
●日吉東小・日吉中校区
熊本県知事（3）
第4874号

不動産投資の専門店

●武蔵ヶ丘車庫前バス停歩1分
●地1,464.26㎡（442.93坪）
●宅地 一低40％80％
3方道路接道。賃貸マンション・福祉施設
●更地 3方道路角地
分譲地など様々な事業用地に。
●病院・診療所適

http://www.best-green.jp

当社へお任せください。
『アパート無料査定実施中』
ご相談ください!
エンシアプラス

検索

㈱あおぞらホーム
☎096
（284）
1484

インターネット設備完備 ※仲介不可

☎096
（355）6655

5,500

売アパート 八代市鏡町宝出 売アパート 南区出仲間3丁目 売アパート 中央区坪井1丁目 熊本の収益物件の売却•購入•買取は 売地 帯山1丁目 売地 南区近見6丁目

万
円
●会社下バス停歩1分 全6世帯
●地344.57㎡
（104.23坪）
●建188.80㎡（57.11坪）ロフト付
●R3年3月築 木造2階建 現在満室
●築1年6ヶ月 利回り8％可

●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

1億7,600万円 

㈱コウナン・レクセル
売地 松島町合津

7,610万円

利回り6.77％可
※イメージパース

売地 菊陽町武蔵ヶ丘2丁目

1億5,000

●坪井バス停歩1分
●地1,400.15㎡（423.5坪） 有
●建1107.4㎡（334.98坪）RC4階建
●S58年8月築 18世帯 3DK・2LDK
●H26年10月外壁・共用部分改修済

新築売アパート 西区横手5丁目

㈱アイケンジャパン

万
円 

熊本県知事（8）第3361号
［コウナンレクセル］
で検索

☎096
（384）
0311

売地 松橋町両仲間

売一棟マンション

1億4,800

万
円 
●水前寺公園電停歩13分
●地271.71㎡（82.19坪）
●建179.75㎡（54.37坪）5LDK
●R4年4月築 木造2階建
● 2台可 砂取小・出水中校区

ベスト・グリーン㈱

熊本県知事（4）
第4386号

『1K 16戸(ロフト付)』

熊本県知事（1）第5608号
熊本市中央区水前寺6丁目10‐30‐2F

オープンハウス
9/4㈰11：00〜16：00

万
円
●熊本電鉄池田駅歩5分
●地297.52㎡（89.99坪）有
●建94.98㎡（28.73坪）S41年3月築
●木造2階建 4DK＋倉庫
●池田小・京陵中校区

☎096（375）5099
（直通）

万
円
(14/16部屋入居中)
●秋津薬局前バス停歩4分 土地約90坪 間口約14m
●地297.83㎡（90.09坪）
前面道路約6m
●建267.12㎡（80.80坪）
県道28号線
●H3年2月築 木造2階建
(熊本高森線)150m
●満室時利回り11.01％可

売家 一の宮町宮地

600

万
円
●保田窪一丁目バス停歩3分
●67.98㎡（20.56坪）H6年2月築
●21，050円 RC6階建5F
●3LDK 帯山西小・帯山中校区
●角部屋 ヴェルビュ新大江東

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

➡

1,480

万
円
●JR南熊本駅歩10分
●68.58㎡（20.74坪）3LDK
● 16,300円 仲介料不要
●H2年5月築 SRC11階建4F
●R4年5月水回り・内装済

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

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 売事務所 水前寺2丁目 売地 二本木3丁目 新築一戸建 水前寺5丁目
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）

利回り6.16％可
※イメージパース

︵税込︶

月額4万
円

新築売アパート 菊陽町津久礼

八代・人吉

︵税込︶

貸アパート 人吉市相良町

熊本県知事（14）
第960号

㈲中村巌不動産

売家 中央区神水本町

1,200万円

●熊商前電停歩5分
●地108.78㎡（32.90坪）
●建54.87㎡（16.59坪）S59年9月築
●1F：K4.5、和6、4.5、2F：洋6
●賃貸中 R4年10月転居予定

☎096（384）2057

