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熊本県知事免許（３）第4354号  （一社）熊本県宅地建物取引業協会会員

〒864-0033 荒尾市緑ヶ丘１丁目1-1
あらおシティモール２F

㈲グリーンモールハウジング

■PM9時まで営業中
　モールでのお買物帰りにどうぞ！

http://green-m-h.com

お問い
合わせ TEL 0968-65-8808

あらおシティモール
 不動産サービスセンター
あらおシティモール
 不動産サービスセンター
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■長洲町はお任せ下さい！

－あなたの住まい探し
　　 お手伝いします－
－あなたの住まい探し
　　 お手伝いします－

伸和不動産
熊本県知事免許（４）第4167号  （一社）熊本県宅地建物取引業協会会員

〒864-0005 荒尾市大平町2丁目51-3

http://www.athome.co.jp/ahks/sinwa200.html
TEL 0968-63-7588お問い

合わせ TEL 0968-64-3322お問い
合わせ

アップル不動産
熊本県知事免許（５）第3655号  （一社）熊本県宅地建物取引業協会会員

〒864-0161 荒尾市菰屋1801-36

TEL 0968-68-5486お問い
合わせ

いその不動産
熊本県知事免許（１）第4786号  （一社）熊本県宅地建物取引業協会会員

〒869-0123 玉名郡長洲町長洲1906

TEL 0968-78-0504お問い
合わせ

さくら不動産
熊本県知事免許（４）第4007号  （公社）全日本不動産協会会員

〒864-0031 荒尾市川登1918-12

TEL 0968-68-7565

熊本県知事免許（２）第4640号  （一社）熊本県宅地建物取引業協会会員

〒864-0041 荒尾市荒尾4186番地32

TEL 0968-66-3299

■店内の物件案内書もご覧下さい■日曜日も物件案内可

お客様に支えられ満21年！！お客様に支えられ満21年！！
■物件を大型モニターで閲覧できます。　定休日：水曜日
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■ネットで物件検索！ あらお さくら不動産 クリック検索

http://isono-nagasu.jp http://www.athome.co.jp/ahks/u-kikaku.html http://www.forest-arao.jphttp://www.sakura-arao.jp/http://r-housing.co.jp

お問い
合わせ

お問い
合わせ

住まいのコンシェルジュ
地域No.1のネット掲載店
住まいのコンシェルジュ
地域No.1のネット掲載店 あなたの新生活を応援します。あなたの新生活を応援します。

■日曜日も物件案内可

住まいの夢をかなえる住まいの夢をかなえる

You企画不動産
熊本県知事免許（４）第3994号  （一社）熊本県宅地建物取引業協会会員

〒869-0123 玉名郡長洲町長洲2651-5

TEL 0968-78-5322お問い
合わせ

■相談下さい（^-^） info@forest.arao.jp

理想の住まい探しをサポート。理想の住まい探しをサポート。

㈱フォーレスト
熊本県知事免許（１）第5061号  （公社）全日本不動産協会会員

〒864-0002 荒尾市万田650番地2
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フォーレスト不動産

不動産情報
2015 秋号ありあけ 住住 いい るるまま 倶 楽 部売買は

480万円価
格年間家賃収入54万円。積水ハウス施工。

アップル不動産 0968-68-5486

売貸家 荒尾市増永〈中央小校区〉1

■交通：新生西バス停 徒歩2分
■土地面積：203.78㎡（61.64坪）
■建物面積：81.08㎡（24.52坪）
■間取り：4DK
■駐車場：2台
■構造：軽量鉄骨平屋建
■築年：昭和５７年４月新築
■取引態様：媒介

750万円価
格

売　家 荒尾市荒尾〈第一小校区〉4

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

南西の角地。閑静な住宅街。
■交通：一小下バス停 徒歩7分
■土地面積：256.38㎡（77.55坪）
■建物面積：81.78㎡（24.73坪）
■間取り：4DK
■駐車場：3台
■構造：木造セメント瓦葺平屋建
■築年：昭和45年
■取引態様：媒介

790万円価
格

売　家 荒尾市荒尾〈第一小校区〉6

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

本村交差点・市民病院近く。
■交通：本村バス停 徒歩3分
■土地面積：324.41㎡（98.13坪）
■建物面積：138.77㎡（41.90坪）
■間取り：5DK＋広縁
■駐車場：1台可　敷地内増設可
■構造：木造セメント瓦葺2階建
■築年：昭和53年6月
■取引態様：媒介

900万円価
格

売　家 荒尾市桜山町2丁目〈桜山小校区〉8

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

東南角地の整形地で室内美麗な売家。
■交通：桜山2丁目バス停 徒歩2分
■土地面積：269.12㎡（81.40坪）
■建物面積：122.01㎡（36.90坪）
■間取り：4DK＋縁側
■駐車場：1台可　敷地内増設可
■構造：木造セメント瓦葺平屋建
■築年：昭和45年11月
■取引態様：媒介

780万円価
格

売　家 荒尾市一部〈有明小校区〉5

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

室内リフォーム済。既存住宅瑕疵保険付。
■交通：向一部バス停 徒歩3分
■土地面積：210.94㎡（63.80坪）
■建物面積：73.11㎡（22.11坪）
■間取り：3LDK
■駐車場：3台可
■構造：木造瓦葺平屋建
■築年：昭和63年11月
■取引態様：売主

（税込）

800万円価
格

売　家 荒尾市大島町〈万田小校区〉7
新しくなったダイレックス近くで毎日のお買物が便利。

■交通：大島上バス停 徒歩4分
■土地面積：436.94㎡（132.17坪）
■建物面積：138.54㎡（41.90坪）
■間取り：7DK＋広縁
■駐車場：3台可
■構造：木造瓦葺平屋建
■築年：昭和34年12月
■取引態様：媒介

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

950万円価
格閑静な住宅街の中。スーパーマルエイも徒歩圏内！

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

売　家 荒尾市八幡台3丁目〈八幡小校区〉9

■交通：八幡台3丁目バス停 徒歩2分
■土地面積：297.32㎡（89.93坪）
■建物面積：116.02㎡（35.09坪）
■間取り：5DK
■駐車場：2台可
■構造：木造セメント瓦葺平屋建
■築年：昭和54年1月
■取引態様：媒介

2,160万円価
格高台で日当り良好。閑静な住宅街。

㈱フォーレスト 0968-64-3322

新築建売住宅 玉名市山田〈築山小校区〉16

■交通：新玉名駅まで3.7km
■土地面積：202.16㎡（61.15坪）
■建物面積：116.75㎡（35.31坪）
■間取り：4LDK
■駐車場：3台可
■構造：木造2階建
■築年：平成27年8月
■取引態様：売主

価
格

売マンション 荒尾市荒尾〈緑ヶ丘小校区〉10

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

アンピール緑ヶ丘参番館 3LDK。
■交通：バスセンターバス停 徒歩2分
■専有面積：68.37㎡（20.68坪）
■間取り：3LDK
■管理費：6,600円
■修繕積立金：4,800円
■駐車場：2台　6,900円
■構造：RC造12階建8階部
■築年：平成19年1月
■取引態様：媒介

1,300万円

550万円価
格ファミリーレストラン徒歩圏内の売家です。

いその不動産 0968-78-0504

売　家 長洲町長洲〈長洲小校区〉14

■交通：JR長洲駅 徒歩16分
■土地面積：231.96㎡（70.16坪）
■建物面積：67.07㎡（20.28坪）
■間取り：4DK
■駐車場：1台（4台可）
■構造：木造瓦葺平屋建
■築年：昭和60年3月
■取引態様：媒介

950万円価
格高台の閑静な住宅街。広々敷地で家庭菜園できます。

いその不動産 0968-78-0504

売　家 長洲町高浜〈清里小校区〉15

■交通：JR長洲駅 徒歩5分
■土地面積：576.00㎡（174.24坪）
■建物面積：106.46㎡（32.20坪）
■間取り：4K
■駐車場：2台以上可
■構造：木造瓦葺平屋建
■築年：平成4年12月
■取引態様：媒介

売　地 荒尾市桜山町1丁目〈桜山小校区〉28

アップル不動産 0968-68-5486

580万円価
格

東南角地（日当たり良好）
■交通：桜山1丁目バス停 徒歩3分
■土地面積：246.55㎡（74.58坪）
■地目：宅地
■用途地域：第一種低層
■建ペイ率：40％　■容積率：80％
■取引態様：媒介

閑静な住宅地。
■交通：増永バス停 徒歩3分　
■土地面積：500.00㎡（151.20坪）
■地目：宅地
■用途地域：第二種低層住居専用地域
■建ペイ率：60％　■容積率：100％　
■取引態様：媒介

売　地 荒尾市増永〈有明小校区〉30

You企画不動産 0968-78-5322

780万円価
格

1,050万円売　地 荒尾市川登〈中央小校区〉32

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

価
格

中央小校区。高台で眺望良好。
■交通：自動車校前バス停 徒歩1分　
■土地面積：436.12㎡（131.92坪）
■地目：宅地
■用途地域：第二種中高層住居専用　
■建ペイ率：60％　■容積率：200％　
■取引態様：売主

全３区画

マイホームの夢実現にぴったりの環境です。
■交通：JR大野下駅 徒歩28分　
■土地面積：330.00㎡（99.82坪）
■地目：雑種地
■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％　
■取引態様：媒介

売　地 長洲町宮野〈六栄小校区〉33

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

200万円価
格

240万円売　地 長洲町折崎〈六栄小校区〉34

いその不動産 0968-78-0504

価
格

静かな高台です。
■交通：折崎バス停 徒歩11分　
■土地面積：264.46㎡（80.00坪）
■地目：畑
■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％　
■取引態様：媒介

395万円売　地 長洲町長洲〈長洲小校区〉38

いその不動産 0968-78-0504

価
格

ハピネスタウン荒牟田分譲地。
■交通：新山入口バス停 徒歩3分　
■土地面積：261.68㎡（79.15坪）
■地目：宅地
■用途地域：第一種低層
■建ペイ率：50％　■容積率：100％　
■取引態様：売主

400万円売　地 長洲町高浜〈清里小校区〉39

いその不動産 0968-78-0504

価
格

日当たり良好！南向き。
■交通：JR長洲駅 徒歩9分　
■土地面積：397.00㎡（120.09坪）
■地目：畑
■用途地域：第一種低層
■建ペイ率：50％　■容積率：100％　
■取引態様：媒介

古家付売地
400万円売　地 長洲町長洲〈長洲小校区〉40

いその不動産 0968-78-0504

価
格

南東道路に接道、日当り良好です！
■交通：宮の前バス停 徒歩2分　
■土地面積：298.72㎡（90.36坪）
■地目：宅地　■用途地域：第一種住居
■建ペイ率：60％　■容積率：200％
■その他：古家付現状渡しとなります　
■取引態様：媒介

400万円売　地 長洲町宮野〈六栄小校区〉41

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

価
格

閑静な住宅街に99坪の広い敷地。
■交通：ひまわり幼稚園前バス停 徒歩4分　
■土地面積：330.00㎡（99.82坪）
■地目：雑種地
■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

売　地 長洲町清源寺〈腹赤小校区〉42

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

450万円価
格

建築条件付
南面道路に面し日当り良好。
■交通：平原バス停 徒歩3分　
■土地面積：375.72㎡（113.65坪）
■地目：宅地　■用途地域：指定無
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■引渡条件：建築条件付　
■取引態様：売主

古家付売地
500万円売　地 長洲町長洲〈長洲小校区〉43

いその不動産 0968-78-0504

価
格

公園に隣接し、日当り良好です！
■交通：新山バス停 徒歩2分　
■土地面積：527.82㎡（159.66坪）
■地目：宅地　■用途地域：第一種住居
■建ペイ率：60％　■容積率：200％
■その他：古家付現状渡しとなります　
■取引態様：媒介

売　地 長洲町長洲〈長洲小校区〉44

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

520万円価
格

夢のマイホーム実現にピッタリ。
広い敷地で日当り良好。
■交通：中学校前バス停 徒歩5分　
■土地面積：254.58㎡（77.01坪）
■地目：宅地　■用途地域：第一種住居地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％　
■その他：建築条件付　■取引態様：売主

建築条件付

1,250万円売　地 長洲町長洲〈長洲小校区〉45

いその不動産 0968-78-0504

価
格

広々敷地でお好みのマイホームプランを。
南向き、日当り良好。
■交通：JR長洲駅 徒歩5分
■土地面積：491.96㎡（148.82坪）
■地目：宅地　■用途地域：商業地域
■建ペイ率：80％　■容積率：400％　　
■取引態様：売主

ハピネスタウン長洲 最終1区画！

宅内に上下水道・ガス配管有り

宅内に上下水道・ガス配管有り

宅内に上下水道・ガス配管有り

186万円売　地 玉名市岱明町古閑〈睦合小校区〉47

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

価
格

雲雀丘ニュータウン内。公園近くの角地。
■交通：JR大野下駅 徒歩17分　
■土地面積：205.07㎡（62.03坪）
■地目：宅地　■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■共同施設維持管理基金：60,000円
■取引態様：販売代理

宅内に上下水道・ガス配管有り

雲雀丘ニュータウン内。
住環境良好の住宅地の中。
■交通：西照寺バス停 徒歩17分　
■土地面積：230.69㎡（69.78坪）
■地目：宅地　■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％　
■取引態様：媒介

売　地 玉名市岱明町西照寺〈睦合小校区〉50

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

280万円価
格

売　地36

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

340万円価
格

長洲町宮野〈六栄小校区〉

南面道路で日当り良好！
夢のマイホームにぴったりの住環境。
■交通：ひまわり幼稚園バス停 徒歩3分
■土地面積：291.00㎡（88.02坪）
■地目：雑種地　■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

売　地46

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

186万円価
格

玉名市岱明町古閑〈睦合小校区〉売　地37

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

350万円価
格

広い敷地が魅力です！日当り良好！

長洲町清源寺〈腹赤小校区〉

■交通：平原バス停 徒歩3分
■土地面積：396.00㎡（119.79坪）
■地目：畑　
■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

売　地49

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

250万円価
格

夢のマイホーム実現にピッタリ。

玉名市岱明町扇崎〈鍋小校区〉

■交通：明神尾バス停 徒歩6分
■土地面積：331.00㎡（100.12坪）
■地目：畑　
■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

売　地25

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

450万円価
格

広い敷地で日当り良好。

荒尾市高浜〈清里小校区〉

■交通：高浜バス停 徒歩9分
■土地面積：556.00㎡（168.19坪）
■地目：宅地　
■用途地域：特定用途制限地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

売　地48

アールハウジング㈱ 0968-66-3299

196万円価
格

玉名市岱明町古閑〈睦合小校区〉

■交通：JR大野下駅 徒歩20分
■土地面積：223.60㎡（67.63坪）
■地目：宅地　 ■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■共同施設維持管理基金：60,000円　■取引態様：販売代理

雲雀丘ニュータウン内。
長洲へのアクセスも便利。

330万円価
格

八幡小学校まで423m。
第4中学校まで426m。

伸和不動産 0968-63-7588

売　地 荒尾市野原〈八幡小校区〉22

■交通：八幡小学校前バス停 徒歩3分　
■土地面積：180.00㎡（54.45坪）
■地目：宅地　
■用途地域：第二種中高層住居専用地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％　■取引態様：媒介

390万円価
格

上下水道は、敷地内完備。

伸和不動産 0968-63-7588

売　地 荒尾市増永〈有明小校区〉23

■交通：南荒尾駅バス停 徒歩6分　
■土地面積：208.54㎡（63.08坪）
■地目：宅地　
■用途地域：第二種低層住居
■建ペイ率：60％　■容積率：100％　
■取引態様：媒介

480万円価
格

田倉公民館の隣（北側）の敷地です。

伸和不動産 0968-63-7588

売　地 荒尾市本井手〈平井小校区〉27

■交通：田倉バス停 徒歩2分　
■土地面積：261.53㎡（79.11坪）
■地目：宅地　
■用途地域：特定用途制限地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％　
■取引態様：媒介

520万円価
格

古家付売地 荒尾市一部〈桜山小校区〉2

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

土地整形地で立替や新築用土地に最適。
■交通：オリエント桜山バス停 徒歩5分
■土地面積：239.00㎡（72.29坪）
■建物面積：114.00㎡（34.48坪）
■間取り：5DK＋縁側
■駐車場：1台　敷地内増設可
■構造：木造セメント瓦葺2階建
■築年：昭和54年10月
■取引態様：媒介古家付売地

2,400万円価
格

売医院 荒尾市増永20

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

平成5年室内外全面リフォーム済。室内美麗！
■交通：中央区バス停 徒歩3分
■土地面積：527.83㎡（159.66坪）
■建物面積：585.58㎡（177.13坪）
■間取り：5DK＋店舗スペース
■駐車場：10台以上可
■構造：鉄筋コンクリート造2階建
■築年：昭和46年1月
■取引態様：媒介

980万円価
格

売店舗 荒尾市野原19

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

カーショップ、学習塾、新規出店をお考えの方に最適！
■交通：八幡小学校バス停 徒歩5分
■土地面積：442.96㎡（134.00坪）
■建物面積：228.32㎡（69.06坪）
■間取り：3LDK平屋＋3DK店舗スペース
■駐車場：5台以上
■構造：木造2階建＋木造平屋建
■築年：昭和58年12月
■取引態様：媒介

480万円価
格190坪の農地付。建物再建築不可（居住可能、リフォーム要）

アップル不動産 0968-68-5486

売　家 大牟田市橘〈銀水小校区〉18

■交通：内畑バス停 徒歩3分
■土地面積：403.30㎡（121.99坪）
■建物面積：166.86㎡（50.47坪）
■間取り：7DK
■駐車場：3台（小型車）
■構造：木造セメント瓦葺平屋建
■築年：昭和41年3月（約68㎡増築年月日不詳）
■取引態様：媒介

580万円価
格平成25年12月リフォーム済。年間家賃収入50万円。

アップル不動産 0968-68-5486

売貸家 荒尾市増永〈有明小校区〉3

■交通：増永バス停 徒歩2分
■土地面積：87.00㎡（26.31坪）
■建物面積：71.27㎡（21.55坪）
■間取り：4DK
■駐車場：2台（軽）
■構造：木造セメント瓦葺2階建
■築年：昭和33年8月、昭和57年3月増築
■取引態様：媒介

売　地 荒尾市桜山町3丁目〈桜山小校区〉31

アップル不動産 0968-68-5486

850万円価
格

閑静な住宅街。
■交通：桜山町4丁目バス停 徒歩2分
■土地面積：450.96㎡（136.41坪）
■地目：宅地
■用途地域：第一種低層
■建ペイ率：40％　■容積率：80％
■取引態様：媒介

売　地 荒尾市八幡台1丁目〈八幡小校区〉29

アップル不動産 0968-68-5486

600万円価
格

建物解体後引渡し。
■交通：八幡台1丁目バス停 徒歩5分
■土地面積：232.50㎡（70.33坪）
■地目：宅地
■用途地域：第一種低層
■建ペイ率：40％　■容積率：80％
■取引態様：媒介

建物解体渡し

建物解体渡し

450万円価
格

グリーンランドまで徒歩6分です。

さくら不動産 0968-68-7565

売　地 荒尾市下井手〈緑ヶ丘小校区〉24

■交通：グリーンランドホテルバス停 徒歩5分　
■土地面積：351.00㎡（106.18坪）
■地目：雑種地　
■用途地域：特定用途制限地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

240万円価
格

閑静な住宅街で日当り良好です。

さくら不動産 0968-68-7565

売　地 荒尾市牛水〈清里小校区〉21

■交通：牛水バス停 徒歩6分　
■土地面積：250.94㎡（75.90坪）
■地目：宅地　
■用途地域：第一種住居地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

466万円価
格

北西の角地で八幡小まで徒歩8分。

さくら不動産 0968-68-7565

売　地 荒尾市八幡台〈八幡小校区〉26

■交通：八幡台1丁目バス停 徒歩5分　
■土地面積：205.50㎡（62.16坪）
■地目：宅地　
■用途地域：第一種低層住居専用地域
■建ペイ率：40％　■容積率：80％
■取引態様：媒介

400万円価
格

閑静な住宅街です。

さくら不動産 0968-68-7565

売　地 大牟田市南船津町〈みなと小校区〉53

■交通：四ツ山バス停 徒歩5分　
■土地面積：150.54㎡（45.53坪）
■地目：宅地　
■用途地域：第二種住居地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％
■取引態様：媒介

350万円価
格天領小学校まで徒歩３分。天領病院も徒歩圏内です！

㈱フォーレスト 0968-64-3322

売マンション 大牟田市天領町1丁目〈天領小校区〉17

■交通：天領小学校前バス停 徒歩2分
■専有面積：75.64㎡（22.88坪）
■間取り：3DK＋地下倉庫
■駐車場：1台可
■構造：鉄筋コンクリート造2階建
■築年：昭和40年6月
■取引態様：売主

■交通：三池中町バス停 徒歩7分　
■土地面積：169.30㎡（51.21坪）
■地目：宅地　
■用途地域：第一種中高層住居専用
■建ペイ率：60％　■容積率：150％　■取引態様：媒介

358万円価
格

高台で日当たり良好。
閑静な住宅街です。

㈱フォーレスト 0968-64-3322

売　地 大牟田市三池〈羽山台小校区〉52

■交通：新栄町南通りバス停 徒歩2分　
■土地面積：230.32㎡（69.67坪）
■地目：宅地　
■用途地域：第一種住居地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％　■取引態様：媒介

630万円価
格

ゆめタウン大牟田まで約900ｍ。
西鉄特急停車駅『新栄町』駅まで徒歩6分。

㈱フォーレスト 0968-64-3322

売　地 大牟田市明治町1丁目〈明治小校区〉54

■交通：JR長洲駅 徒歩5分　
■土地面積：362.10㎡（109.53坪）
■地目：宅地　
■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％　■取引態様：媒介

330万円価
格

長洲駅まで徒歩5分。
スーパーまで徒歩10分。

㈱フォーレスト 0968-64-3322

売　地 長洲町高浜〈清里小校区〉35

全面道路との高低差があります

■交通：四ツ山バス停 徒歩4分　
■土地面積：196.56㎡（59.45坪）
■地目：宅地　
■用途地域：二種住居地域
■建ペイ率：60％　■容積率：200％　■取引態様：媒介

350万円価
格

現況上物有です。
みなと小学校まで徒歩6分。

㈱フォーレスト 0968-64-3322

売　地 大牟田市三里町3丁目〈みなと小校区〉51

1,650万円価
格

売　家 荒尾市緑ヶ丘5丁目〈緑ヶ丘小校区〉12

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

緑ヶ丘リニューアルタウンの平屋物件。
■交通：緑ヶ丘5丁目バス停 徒歩1分
■土地面積：248.12㎡（75.05坪）
■建物面積：89.34㎡（27.02坪）
■間取り：3DK
■駐車場：2台
■構造：木造瓦葺平屋建
■築年：平成14年2月
■取引態様：媒介

2,100万円価
格

売　家 荒尾市緑ヶ丘〈緑ヶ丘小校区〉13

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

新価格になりました！緑ヶ丘リニューアルタウン内の便利な場所！
■交通：緑ヶ丘北口バス停 徒歩3分
■土地面積：351.73㎡（106.39坪）
■建物面積：201.34㎡（60.90坪）
■間取り：5SDK＋縁側
■駐車場：2台可
■構造：木造瓦葺2階建
■築年：平成11年8月
■取引態様：媒介

1,598万円価
格

売　家 荒尾市増永〈中央小校区〉11

㈲グリーンモールハウジング 0968-65-8808

中央小校区のリフォーム済物件！東南角地の日当り良好な立地！
■交通：中央区バス停 徒歩3分
■土地面積：219.22㎡（66.31坪）
■建物面積：92.10㎡（27.86坪）
■間取り：3SLDK
■駐車場：3台可
■構造：木造2階建
■築年：平成9年5月
■取引態様：媒介

（税込）

■交　　通：JR大野下駅 徒歩14分
■土地面積：205.68㎡（62.21坪）
■地　　目：宅地　 ■用途地域：無指定
■建ペイ率：70％　■容積率：200％
■共同施設維持管理基金：60,000円　■取引態様：販売代理

雲雀丘ニュータウン内。
集会所も近く歩道付の道路沿い。

（税込）

（税込）


