
熊本県知事（6）第3891号

株式会社共生住建 ☎096（325）1511

売家 南区城南町碇
1,800万

円
●熊本バス「宮の下」バス停歩18分
●地265.41㎡（80.28坪）
●建125.86㎡（38.07坪）H14年5月築
●木造スレート葺2階建
●杉上小学校まで約915ｍ・下益城城南中学校まで1.3㎞ 住所 南区城南町碇199-9

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

熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱ ☎0966（22）2311

貸家 人吉市下薩摩瀬町
月額5.3万円

●カルチャーパレス前バス停歩6分
●建52.89㎡(15.99坪) 2台
●木造瓦葺平家建 3DK
●H8年6月築 保証金15.9万円
●家財保険加入 買物便利

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中
熊本県知事（1）第5371号

大功宅建
☎096（363）2353
090（7988）7499

貸アパート 広木町
月額4万

円
●動植物園前バス停歩3分
●54㎡（16.3坪）1台込
●H15年1月築 2階建1F 
●0円1ヶ月 2DK
●ガスコンロ・温水洗浄便座・クーラー付

貸アパート 広木町
月額4万

円
●動植物園前バス停歩3分
●54㎡（16.3坪）1台込
●H15年1月築 2階建2F 
●0円1ヶ月 2DK
●ガスコンロ・温水洗浄便座・クーラー付

売家 御幸笛田2丁目
2,090万

円
●友添バス停歩7分
●地109.67㎡（33.17坪） 有
●建77.75㎡（23.51坪）3LDK
●H30年12月築 木造2階建
●御幸小1,200m・託麻中1,700m
熊本県知事（4）第4423号

㈱ニコニコ不動産
☎096（369）8566 ライトワーク㈱ ☎0964（27）9401熊本県知事（1）第5424号

分譲地 宇土市高柳町
1‚090万円～1‚190万円
●宇土市役所前バス停歩9分
●地230.11㎡（69.61坪）
～242.76㎡（73.43坪）
● 宅地 一中 60％ 200％
●南側6m公道 上下水道 
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宇土小(480m)•鶴城中校区

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

売家 上益城郡甲佐町糸田
1,559万

円
●糸田バス停歩7分
●地569.33㎡（172.22坪） 4台可
●建108.30㎡（32.76坪）4LDK
●木造2階建 H19年1月築
●現況渡し 白旗小・甲佐中校区

売家 北区清水万石1丁目
1,880万

円
●茶屋原バス停歩2分
●地98㎡（29.64坪） 2台可
●建79.48㎡（24.04坪）3LDK
●鉄骨造2階建 H23年11月築
●オール電化 清水小・竜南中校区

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

売マンション 東区石原1丁目
1,180万

円
●神園入口バス停歩3分
● 73.33㎡（22.18坪）2LDK
●RC8階建5F H2年10月築
● 17，610円 オール電化
●託麻北小・東部中 アーク熊本運動公園

売マンション 中央区本山町
2,798万

円
●JR平成駅歩3分
● 74.1㎡（22.41坪）H10年2月築
●SRC13階建9F 15,900円
●2LDK R4年11月 済
●ハウベストM平成1番館

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 北区八景水谷2丁目
3,430万

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

売地 東区御領3丁目
1,498万

円
●御領バス停歩4分
●地151.85㎡（45.93坪）
● 宅地 二中 60％ 150％
●高台・更地 建築条件付
●託麻西小・東部中校区

売地 東区湖東3丁目
5,800万

円
●神水交差点電停歩10分
●地630.64㎡（190.77坪）
● 宅地 一住 30％ 200％
●南側・北側公道 建物解体更地渡し
●建築条件無 事務所にも適

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

オープンルーム
2/4㈯5㈰10時～16時

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（4）第4386号

売地 玉名市山部田
1,100万

円
●山部田バス停歩2分
●地1,551㎡（469.17坪）
●畑非線引70％200％
●北・東・西側道路 更地
●要農地転用許可

売家 八代市竹原町
1,350万

円
●労災病院前バス停歩4分
●地261.98㎡（79.24坪）
●建102.55㎡（31.02坪）
●H2年7月築 木造平家建
●太田郷小・第二中校区

☎096（364）5010
http://www.best-green.jp

売地 鶴羽田4丁目
1,700万

円
●鶴バス停歩3分
●地395㎡（119.48坪）
●畑一中60％150％
●更地 東側公道 
●北部東小・北部中校区

売地 玉名市山部田
4,000万

円
●山部田バス停歩2分
●4,306㎡（1,302.56坪）
●田非線引き70％200％
●解体更地渡し 
●農地転用許可要

売マンション 上熊本1丁目
1,850万

円
●県立体育館前バス停歩1分
●42.49㎡（12.85坪）
●SRC14階建3F R2年5月築
●7,100円 1LDK
●池田小/城東小・京陵中/藤園中

売事務所・工場 岱明町高道
3,330万

円
●JR大野下駅歩42分
●地928.51㎡（280.87坪）有
●建233㎡（70.48坪）建物未登記
●鉄骨造2階建 H3年4月築
●事務所兼自動車修理工場


