
分譲地 中央区国府2丁目
3,285万

円～4,366万
円

●国府電停徒歩4分
●地247.96㎡（75.00坪）～430.16㎡（130.12坪）
● 宅地
● 二中 60％ 160％
●全3区画 出水小・出水中学校区

すまい工房株式会社 0120（096）123熊本市中央区水前寺1丁目5番13号
熊本県知事免許（1）第5448号

売家 帯山1丁目
3,780万

円
●JR東海学園前駅歩22分
●地143.58㎡（43.43坪） 3LDK 木造
●建96.05㎡（29.05坪） Ｒ4年3月築
●駐車場2台分 帯山中181ｍ
●ミーレの食洗機を使った造作キッチン

売地 帯山1丁目
1,748万

円
●JR東海学園前駅歩22分
●地172.95㎡（52.31坪）
● 宅地 二中 60％ 160％
●建築条件付き
●帯山中181ｍ 南道3.6ｍ 接面7.8ｍ

国 府 分 譲 地 販 売 会 日 程
9/23㈮～25㈰ 10：00～17：00

全３区画販売開始
出水小・出水中学校区

出水小学校210mでお子様の通学も安心。
電停から300ｍの分譲地。広々敷地75坪～

3区画
分譲地 

（建築条件付）
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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 七城町砂田
580万

円
●七城総合支所前バス停歩4分
●地267.8㎡（81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 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20m
●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 七城町甲佐町
550万

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
●東5ｍ公道接面20.56ｍ・南6.0ｍ
●公道接面11.16ｍ 現状更地

売地 菊池市旭志川辺
630万

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

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

売地 山鹿市中
5,700万

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

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

売地 菊池市旭志川辺
298万

円
●保育園前バス停歩6分
●地248.00㎡（75.01坪）
● 山林 都市計画区域外
●接道北西4.5ｍ 公道接面12.0ｍ
●現状更地 最適用途 住宅用地

売地 菊池市旭志川辺
600万

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

㈲ワールド不動産 ☎0968（36）9201熊本県知事（2）第5062号

急募!求む! 土地・建物
お電話ください。

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 新大江3丁目
1,898万

円
●南平バス停歩1分
● 98.91㎡（29.92坪）4LDK
●RC造7階建6F S63年8月築
● 26,930円 近隣8,800円
●R4年7月 済 託麻原小・帯山中

売地 二本木3丁目
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）

売マンション 萩原町
1,498万

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

売事務所 水前寺2丁目
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

売マンション 米屋町3丁目
1,598万

円
●呉服町電停歩4分
● 80.37㎡（24.31坪）3LDK
●SRC造14階建3F H3年11月築
● 32,500円 家具・照明付
●R4年8月 済 五福小・藤園中

熊本県知事（4）第4366号

㈱熊本不動産ネット ☎096（370）3883

住宅分譲用地求む!!
200坪～10,000坪（農地も可）
熊本市内および近郊エリア

業者様の情報もお待ちしております

売地 国府3丁目
2‚650万

円
●白山神社前バス停歩4分
●地241㎡（72.9坪）
●宅地二中60％200％
●建物有 更地渡し 北側4m道路
●建築条件無 白山小・出水中校区
熊本県知事（16）第123号

㈲牛丸不動産
☎096（381）4010

売地 玉名市天水町小天
1‚000万

円
●呑崎バス停歩8分
●地2,155㎡（651.88坪）
●雑種地都市計画区域外
●事業用地適
●建築可
熊本県知事（5）第4235号

㈲中村商会
☎0968（82）2950

熊本県知事（2）第4999号

㈱アイアース不動産

売家 宇土市住吉町
1,298万

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

売家 西原村小森
3,600万

円
●萌の里・俵山登山口バス停歩18分
●地333.46㎡（100.87坪）
●建177.50㎡（53.69坪） 3台可
●H26年9月築 木造2階建
●自然豊かな環境 カフェや民泊も可

［アイアース不動産で検索］
☎096（273）7776

売家 北区八景水谷2丁目
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

売家 東区健軍1丁目
3,480万

円
●神水町バス停歩4分
●地223.33㎡（67.55坪）4LDK
●建145.74㎡（44.08坪）H13年1月築
●木造2階建 1台（増設可）
●H28年8月外装済 建物状況調査済

売家 南区富合町廻江
3,098万

円
●南区役所前バス停歩3分
●地245.58㎡（74.28坪）4台可
●建114㎡（34.48坪）4LDK
●H26年5月築 木造2階建 オール電化
●エアコン・照明・太陽光システム付

売家 東区三郎2丁目
2,980万

円
●東灰塚バス停歩3分
●地266.53㎡（80.62坪）2台
●建147.5㎡（44.61坪）5DK
●H3年9月築 木造2階建 北東角地
●H29年7月内外装済

売マンション 西区池田1丁目
930万

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

新築一戸建 阿蘇郡西原村布田
2,680万

円
●西原台バス停歩8分
●地236.76㎡（71.61坪）2台
●建102.68㎡（31.06坪）4LDK
●R4年7月築 木造2階建
●お庭広々 山西小・西原中校区

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 ➡

売家 嘉島町鯰
3,390万

円
●鯰入口バス停歩5分 3台可
●地203.15㎡（61.45坪）木造2階建
●建98.41㎡（29.76坪）R2年2月築
●3LDK＋WIC・サンルーム 人工芝のお庭
●太陽光発電 嘉島西小・嘉島中校区

売１棟マンション 南阿蘇村河陽
8,400万

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

売地 東区江津1丁目
2,150万

円
●江津県営アパート西バス停歩3分
●地287.97㎡（87.11坪）
●宅地二中60％200％
●更地渡し 上下水道・側溝・都市ガス
●ポンプ式井戸有 画図小・出水南中

売１棟マンション 中央区中央街
5億4,000万円
●水道町電停歩5分 全41戸
●地502.97㎡（152.14坪）準防火地域
●建1,852.69㎡（560.43坪）RC8階建
●H18年9月築 敷地内10台
●銀座通り沿い 満室時利回り6.52％可

熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱ ☎0966（22）2311

貸マンション 人吉市瓦屋町
月額7.2万円

●上瓦屋バス停歩4分
● 53.65㎡（16.23坪）2LDK
●RC造3階建2F 保証金21.6万円
●H27年12月築 有 家財保険加入
●無料wifi オートロック

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中

売家 保田窪4丁目
2,800万

円
●鉄工団地前バス停歩5分
●地195.77㎡（59.22坪） 2台
●建130.83㎡（39.57坪）H9年6月築
●軽量鉄骨造2階建 4LDK＋納戸
●R4年3月内装 済 西原小・中100m
熊本県知事（7）第3579号

㈲光和不動産開発
☎096（276）0308


