
株式会社 共生住建 ☎096（325）1511熊本県知事（6）第3891号

売家 八代市鼠蔵町
675万

円
●九州産交バス「北新地」バス停歩20分
●地112.0㎡（33.88坪）2DK
●建66.24㎡（20.03坪）平成18年8月築
●木造ストレートぶき平屋建
●土砂災害警戒区域内（レッドゾーン）

不動産を売りたい方へ
査定無料!! 是非お電話下さい。

3日で回答致します。

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

売旅館河内町船津
2,490万

円
●温泉中間バス停歩9分
●地1,437.7㎡（434.9坪）有
●建1,003.17㎡（303.45坪）
●S41年4月築 鉄骨・木造2階建
●2階建住居付 飛び地（86.81㎡）有

売地 山鹿市志々岐
2億5,000万円
●県立教育センター入口バス停歩10分
●地27,398.89㎡（8,288.16坪）
●宅地・鉱泉地・山林
●無指定70％200％
●更地

売地 長嶺南5丁目
6,300万

円
●小峯バス停歩2分
●地841.08㎡（254.42坪）
●宅地二中60％150％
●南東側公道に2か所接道
●更地 長嶺小・中校区

売地 芦北町芦北
2,000万

円
●芦北西バス停歩1分
●地2,359.99㎡（713.89坪）
●宅地無指定70％200％
●建物有・一部賃貸中
●現状有姿 国道3号線沿い

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（4）第4386号 ☎096（364）5010
http://www.best-green.jp

熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱ ☎0966（22）2311

貸店舗 人吉市大工町
月額7.3万円

●二日町バス停歩3分
●39.69㎡（12坪）
●S38年9月築 鉄骨造4階建1F
●保証金30万円 共益費5,500円
●東南の角 飲食店向き

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中

売家 宇土市赤瀬町
250万

円
●JR赤瀬駅歩14分
●地666.68㎡（201.67坪）
●建95.62㎡（28.92坪）7DK
●S57年5月築 リノベ向き物件
●眺望良好・雲仙普賢岳一望
熊本県知事（1）第5593号

㈱東照地所
0120（817）677

熊本県知事（4）第4525号

株式会社ナガエ ☎096（348）6266

新築一戸建 谷尾崎町
2,480万

円
●谷尾崎町バス停歩6分
●地111.60㎡（33.75坪） 2台
●建81.97㎡（24.79坪）木造2階建
●R5年1月完成予定 3LDK オール電化
●外構・全室照明込 省令準耐火施工
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熊本県知事（4）第4557号

石原不動産㈱ ☎096（339）1483

売地 武蔵ヶ丘6丁目
2,755万

円
●JR武蔵塚駅歩4分
●地363.89㎡（110.07坪）
● 宅地・山林 一住 60％
● 160％ 西側4m公道
●現況渡し 武蔵小・中校区

売地 人吉市下薩摩瀬町
520万

円
●カルチャーパレス前バス停歩7分
●地307.10㎡（92.89坪）
● 宅地 二低 50％ 100％
●更地 西側6m公道 上下水道
●自然災害ガイドライン案件

㈲サンアイ不動産 ☎096(344)6110熊本県知事（8）第3180号

売家 八代市鏡町下有佐
3,280万

円
●花岡バス停歩3分
●地491.40㎡（148.64坪）
●建203.71㎡（61.62坪）R1年5月築
●AC7台、TV2台、洗濯機2台
●照明器具・カーテン付 5LDK＋納戸

17kwの太陽光発電システム オール電化住宅
売電価格年間39.6万円可

R1年築の築浅物件

Ⓟ5台可

売地 八代市下有佐
450万

円
●花岡バス停歩3分
●地1,218.40㎡（368.56坪）
● 宅地 無指定 70％ 200％
●鏡小・鏡中校区
●造成済 即建築可平屋建5LDK＋納戸＋中庭

新築一戸建 南区城南町舞原
2,580万

円
●吉野バス停歩6分
●地209.58㎡（63.39坪）3台
●建102.68㎡（31.06坪）4LDK
●木造2階建 R4年10月築 オール電化
●杉上小・下益城城南中校区

新築一戸建 東区御領3丁目
3,198万

円
●御領バス停歩4分
●地152.06㎡（45.99坪）3台可
●建108.73㎡（32.89坪）4LDK
●木造2階建 R5年3月完成予定
●オール電化 託麻西小・東部中校区

売家 東区健軍3丁目
2,880万

円
●健軍交番前電停歩3分
●地124㎡（37.51坪）3台
●建103.91㎡（31.43坪）3LDK
●木造2階建 H23年10月築
●オール電化 健軍小・湖東中校区

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
●現況空家 H29年7月内外装済

売家 南区良町4丁目
3,380万

円
●良町バス停歩6分
●地208.04㎡（62.93坪）2台可
●建130.83㎡（39.57坪）3LDK
●H22年1月築 木造2階建 オール電化
●ミサワホーム施工 浴室にテラスあり

売家 南区良町4丁目
3,480万

円
●良町バス停歩3分
●地205.29㎡（62.1坪）4台可
●建139.11㎡（42.08坪）木造2階建
●H22年7月築 4LDK＋WIC
●玄関スロープ、土間収納、屋上あり

売家 北区八景水谷2丁目
3,580万

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

売マンション 東区保田窪本町
1,190万

円
●保田窪四ツ角バス停歩1分
●84.4㎡（25.53坪）4LDK
●RC8階建2F H10年1月築
●28,480円 角部屋
●トーカンM保田窪本通り

売マンション 東区新南部5丁目
1,790万

円
●東新南部バス停歩7分
●70.78㎡（21.41坪）3LDK
●H7年6月築 R5年2月完成予定
●9,900円 SRC11階建5F
●サーパスシティ白川参番館

売地 東区花立3丁目
1,650万

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

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 ➡

売地 宇城市松橋町両仲間
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


