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㈱熊本不動産ネット

住宅分譲用地求む！！

〈〈〈〈〈 〉〉〉〉〉業者様の情報も
お待ちしております

１００坪～５,０００坪（農地も可）
熊本市内および近郊エリア

健軍１丁目売地
3,353　万円
健軍神社前バス停歩４分●
地２７７.１７㎡（８３.８４坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％●
北西角地　現在更地●

桜木４丁目売家
1,780　万円
沼山津神社前バス停歩６分●
地２１１.０９㎡（６３.８５坪）木造２階建●
建１０９.２０㎡（３３.０３坪）Ｓ６１年６月築●
３ＬＤＫ＋納戸　ウッドデッキ　姶２台●
北東角地　閑静な住宅街●

坪井５丁目売地
900　万円

寺原町バス停歩５分●
地１１４.３８㎡（３４.６坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
壺川小・京陵中校区●
南面道路●
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徳王１丁目売地
1,270　万円
徳王バス停歩７分●
地２３３.５２㎡（７０.６３坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
分譲地内　角地●

石原１丁目売マンション
860　万円

ＪＲ武蔵塚駅歩２８分　４ＬＤＫ●
挨７３.３３㎡（２２.１８坪）Ｈ２年１０月築●
哀愛姶１５,３４０円　ＲＣ８階建３Ｆ●
エアコン・ＩＨクッキングヒーター付●
アーク熊本運動公園●

水前寺１丁目売マンション

3,650　万円
水前寺駅前バス停歩３分●
挨８５.６８㎡（２５.９１坪）３ＬＤＫ●
Ｄ’グランセ熊本ザ・レジデンス　Ｈ２０年５月築●
哀愛２５,８７０円姶６,８００円　１８階建１４Ｆ●
東南角部屋！　眺望良し　出水小・中校区●

城南町碇売家
2,380　万円
ひばりヶ丘バス停歩１９分●
地２２１.５２㎡（６７.００坪）４ＬＤＫ●
建１０３.９２㎡（３１.４３坪）Ｈ２２年２月築●
オール電化　姶４台可　！●
木造２階建　杉上小・下益城城南中校区●

宇土市三拾町売家
3,100　万円
宇土駅歩５分●
地４５２.４８㎡（１３６.８７坪）５ＬＤＫ●
建１５４.９５㎡（４６.８７坪）Ｈ６年１月築●
H２６.７月定期点検実施済（内外装）●
セブンイレブン３８０ｍ　宇土東小・鶴城中校区●

氷川町宮原売地
1,200　万円
宮園バス停歩５分●
地１,３４４.００㎡（４０６.５６坪）●
唖田茜無指定娃７０％阿４００％●
有佐駅約８００ｍ　静かな環境♪●
セブンイレブン約５００ｍ　宮原小・氷川中校区●
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出仲間９丁目売マンション

2,750　万円
長溝入口バス停歩３分●
挨８７.４０㎡（２６.４３坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２５年１１月築●
哀愛１５,８３０円　姶１,１００～６,０００円　１５階建１４Ｆ●
東南角部屋　日当り良好　田迎小・託麻中校区●

植木町一木売家
1,890　万円
五霊中学校前バス停歩１０分●
地１４９.００㎡（４５.０７坪）３ＬＤＫ●
建８１.１４㎡（２４.５４坪）Ｈ２７年５月築●
姶３台可　北西角地●
静かな環境　植木小・五霊中校区●

八幡６丁目売地
4,670　万円
川尻駅前バス停歩２分●
地６８６.７３㎡（２０７.７３坪）●
唖宅地茜一中/二中娃６０％阿１５０/２００％●
日当り良し　セブンイレブン１００ｍ●
ロッキー１３０ｍ　川尻小・城南中校区●

オープンルーム
４日土・５日日１１：００～１６：００ 水前寺１丁目売マンション

2,650　万円
国府バス停歩１分●
挨７７.４９㎡（２３.４４坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２７年４月築　シティライフ水前寺公園通り●
哀愛１０,９００円姶８,５００円　１０階建２Ｆ●
角部屋・ペット相談可　出水小・中校区●

帯山２丁目売マンション

1,480　万円
保田窪本町バス停歩４分●
挨６７.８４㎡（２０.５２坪）　３ＬＤＫ●
Ｈ３年１２月築　チサンマンション帯山●
哀愛１４,１２０円姶７,５６０円（近隣）　７階建２Ｆ●
H２８年８月全室リフォーム済　帯山西小・帯山中校区●

城南町舞原売家
3,880　万円
今吉野バス停歩１５分●
地４５３.６６㎡（１３７.２３坪）４ＬＤＫ●
建１４１.７６㎡（４２.８８坪）Ｈ２５年１１月築●
築３年!!　南側庭にウッドデッキ　！　姶４台可●
Ｈ２８年１１月リフォーム済　隈庄小・下益城城南中校区●

健軍１丁目売地
3,040　万円
熊工入口バス停歩３分●
地２６４.１９㎡（７９.９１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
東区役所３６０ｍ　東郵便局４２０ｍ●
マックスバリュ３８０ｍ　健軍小・湖東中校区●

八景水谷３丁目売家
850　万円

堀川バス停歩６分●
地１８１.００㎡（５４.７５坪）３ＤＫ●
建６８.１２㎡（２０.６０坪）Ｓ４７年１０月築●
姶１台可　Ｈ２３年４月リフォーム済●
閑静な住宅地　城北小・清水中校区●

新屋敷２丁目売地
5,215　万円
大江川鶴バス停歩４分●
地３３２.０９㎡（１００.４５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建物有　整形地の敷地１００坪●
買物便利　白川小・中校区●
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打越町売地
1,980　万円
永浦橋バス停歩４分●
地４１６.６４㎡（１２６.０３坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高平台小・京陵中校区●

２方道路　日当良好　建築条件無

大窪１丁目売地
1,380　万円
馬々鋏バス停歩５分　東側４m公道●
地２７８.４０㎡（８４.２１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　高平台小校区●
旧国道３号線まで歩５分（４００m）

梶尾町売地
640　万円

南陽台バス停歩１分●
地２１３.２１㎡（６４.４９坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北側７.５ｍ公道　整形地●

北部東小・北部中校区　バス停目の前

下硯川２丁目売家
1,880　万円
昇立バス停歩７分●
地２３４.１５㎡（７０.８３坪）軽量鉄骨造２階建●
建１１３.６７㎡（３４.３８坪）Ｓ５３年３月築●
西里小校区　フォレステージ硯坂内●

日当良好　積水ハウス施工　４ＬＤＫ

硯川町売家
480　万円

硯川バス停歩７分●
地１８８.８８㎡（５７.１３坪）木造平屋建●
建８３.０３㎡（２５.１１坪）Ｓ５３年３月築●
集落内開発区域内　４Ｋ●
西里小・北部中校区

合志市野々島売家
1,748　万円
市営住宅前バス停歩５分　閑静住宅街●
地２３６.０４㎡（７１.４０坪）木造平屋建●
建８３.７０㎡（２５.３１坪）Ｓ６１年３月築●
Ｈ２８年１１月内外装悪済　３ＬＤＫ　姶２台可●
西合志中央小・西合志中校区

相続・資産売却等で
お考えの方、是非ご相談下さい
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中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地アパート用地・・
テナント用地等テナント用地等をを
探しています探しています。。西梶尾町売家

3,880　万円
北部総合出張所前バス停歩１１分●
地５３０.４１㎡（１６０.４４坪）木造２階建●
建１７１.６９㎡（５１.９３坪）Ｈ１４年４月築●
敷地広々　４ＤＫ＋納戸　収納充実　姶２台可●

趣ある和風建築　川上小・北部中校区

改寄町売地
980　万円

植木一丁目バス停歩１１分●
地１,０３８.００㎡（３１３.９９坪）更地●
唖畑茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　日当良好●

建築条件無　川上小・北部中校区

清水亀井町売アパート
1,800　万円
亀井バス停歩４分●
地１９６.４３㎡（５９.４２坪）●
建１９８.７４㎡（６０.１１坪）Ｓ５７年７月築●
鉄骨造２階建　２Ｋ×６室●
現在満室　利回り１２％可

菊池市木柑子売地
930　万円

花房バス停歩１分●
地４３７.３７㎡（１３２.３坪）建築条件無●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
菊池自動車学校２００m●

３８７号線沿い　店舗用地向け

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会 マンション・一戸建て・アパート・土地など物件満載

毎週金曜日、週末朝の定番。
物件をお探しのお客様へ／掲載の豊富な情報をご覧ください。

中央区黒髪３丁目売家
1,738　万円
済々黌校前バス停歩６分　姶２台可●
地１６５.２８㎡（４９.９９坪）木造２階建●
建１０４.５８㎡　S４８年１２月築　４LDK●
H２８年２月全面リ済　耐震基準適合●
オープンハウス２/４土５日１２～１７時●
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元三町２丁目分譲宅地
934.9　～1,092.1　万

円
万
円

熊農前バス停歩６分●
地２０２.８８㎡～２４１.６４㎡　更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
販売４区画　川尻小・城南中●
建築条件付（建築メーカー不問）●

水前寺３丁目売マンション
890　万円

北水前寺バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨８０.３５㎡（２４.３坪）Ｓ４９年３月築●
哀愛１６,０００円　ＳＲＣ１３階建１１Ｆ●
水前寺ビル東棟　ＪＲ水前寺駅歩７分●
託麻原小・帯山中校区●

ガーデンヒルズ
 元三

山鹿市古閑分譲地
630　～750　　握万

円
万
円

鹿本高校東入口バス停歩２分●
地２８２.９２㎡～３７８.０１㎡●
唖宅地茜一低娃５０％阿１００％●
建築条件無　販売２区画●
大道小・山鹿中校区●

山室３丁目売地
6,210　　渥万

円
山室バス停歩３分●
地６８４.２９㎡（２０６.９９坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建物解体更地渡し●
国道３号線沿い●

合志市幾久富売店舗付住居

2,600　　渥万
円

永江団地公民館前バス停歩３分●
地２６９.８８㎡（８１.６３坪）鉄骨造２階建●
建２００.００㎡（６０.５０坪）Ｈ９年２月築●
３ＬＤＫ＋店舗●
合志南ヶ丘小・合志中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号 緯０９６（３６４）５０１０
http://www.best-green.jp

玉名市伊倉北方売地
350　万円

伊倉宮前バス停歩３分●
地２７９.９４㎡（８４.６８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　セットバック要●
日当たり良好　のどかな住宅街●

東区沼山津１丁目売地
1,200　万円
秋津小楠記念館前バス停歩５分●
地２１５.７５㎡（６５.２６坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　閑静な住宅街●
近隣商業施設も充実●

帯山１丁目売マンション
2,580　　万円

（
税
込
）

ＪＲ水前寺駅歩２２分　眺望良好●
挨７８.６６㎡（２３.７９坪）Ｈ１８年８月築●
哀愛１５,９８０円　平置姶無料　３ＬＤＫ●
ＲＣ１５階建１４Ｆ　Ｄ’クラディア帯山●
帯山西小・帯山中校区●

北区梶尾町売家
1,980　　万円

（
税
込
）

電鉄三ツ石駅歩２２分●
地３３０.６㎡（１００坪）軽量鉄骨造２階建●
建１６６.２㎡（５０.２７坪）H１年１月築●
４LDK＋書斎・納戸　北部東小校区●
H２８年６月内装リフォーム済●

益城町広崎売家
2,350　　万円

（
税
込
）

東稜高校前バス停歩１２分●
地２０１.６５㎡（６０.９９坪）軽量鉄骨造２階建●
建１３３.６３㎡（４０.４２坪）H８年３月築●
５LDK　地震損壊なし　P３台可●
ダイワハウス施工　即入居可●

西区上代６丁目売店舗
4,500　　万円

（
税
込
）

テニスコート前バス停歩２分●
地４９６㎡（１５０.０４坪）鉄骨造平屋建●
建２１３.２６㎡（６４.５１坪）Ｈ８年４月築●
Ｈ２４年４月内装悪済　姶６台可●
県道２８号線ゆめマート沿い●

玉名市伊倉北方売アパート
2,250　　万円

（
税
込
）

ＪＲ肥後伊倉駅歩１５分　現在満室●
地６６２.１７㎡（２００.３坪）軽量鉄骨造２階建●
建２１０.６４㎡（６３.７１坪）Ｈ７年９月築●
２ＬＤＫ×４部屋のファミリータイプ●
パナホーム施工　利回り９.３２％可●

センチュリー２１東亜不動産 緯０９６（２７３）６０８１渥熊本県知事（１）第５０１７号

御幸木部３丁目新築一戸建
2,348　　万円

（
税
込
）

御幸木部バス停歩６分　姶４台●
地２３２.１２㎡（７０.２１坪）木造２階建●
建１０７.６５㎡（３２.５６坪）Ｈ２８年９月築●
５ＬＤＫ　オール電化　エコキュート●
外構工事込・制震装置付●

オープンハウス
２/４土５日１２：００～１７：００

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西梶尾町売家
1,630　万円
北部総合出張所前バス停歩１２分●
地１８４.５０㎡（５５.８１坪）木造２階建●
建１３１.６５㎡（３９.８２坪）Ｈ９年１１月築●
４ＬＤＫ＋書斎・納戸・ＷＣＬ　姶３台●
Ｈ２６年１２月内外装リフォーム済●

緯０９６（３８３）３６６３渥株式会社ハウス熊本県知事（１）第５００７号

オープンハウス２/４土５日１１：００～１７：００出水６丁目売地
1,379　万円
八王寺中央公園前バス停歩４分●
地１６０.００㎡（４８.４０坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南面道路沿６ｍ道路●
建物解体渡し●

緯０９６（３７２）１４５０渥

熊本県知事（８）第２５６７号

㈲圭幸不動産商事

南区御幸木部３丁目売地
580　万円

御幸木部バス停歩６分●
地２６０.５３㎡（７８.８１坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地区　御幸小・託麻中●
角地　３.３㎡（坪）７.３万円●

中央区新大江１丁目貸テナント
月額9.612　　万円（税込）
熊高正門前バス停歩３分●
挨４５.８２㎡（１３.８６坪）穐３ヶ月●
Ｓ６３年３月築　姶８,０００円（近隣）●
ライオンズＭ新大江第２　葵込●
６階建１F　ＪＲ水前寺駅歩５分●

緯０９６（３８４）５４００渥
熊本県知事（１０）第１９８０号

㈱エステートジャパン

北区清水東町売地
713　万円

北津留バス停歩５分●
地２０５.３５㎡（６２.１１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南面道路　建築条件無●
清水小まで１,０００ｍ●

益城町安永売地
1,038.5　万円
馬水団地バス停歩６分　上野添バス停歩８分●
地２２１.５９㎡（６７坪）●
唖宅地茜調整娃６０％阿１５０％●
建築条件無　南面道路●
開発団地（ましき野）天空広場横●

東区長嶺東４丁目売地
2,349　万円
長嶺バス停歩３分●
地３１０.６５㎡（９３.９７坪）東南角地●
唖宅地茜一中娃７０％阿１５０％●
古家付・解体渡し　南面道路●
託麻南小８００ｍ・長嶺中１.２㎞●

緯０９６（３８０）９００７渥㈱ベストプランツ熊本県知事（２）第４５９３号

天草市五和町御領売家
2,000　万円
御領中央バス停歩２分●
地２８２.００㎡（８５.３０坪）木造平家建●
建１２２.７４㎡（３７.１２坪）Ｈ２３年５月築●
３ＬＤＫ＋広縁・サンルーム●
姶４台可　カーポート付●

緯０９６（３８１）３２０５渥エヌケイ企画熊本県知事（３）第４３２５号

オール電化　バリアフリー住宅

全室エアコン・家具・家電製品付

中央区帯山７丁目売地
1,480　万円
帯山６丁目バス停歩２分●
地１４８.０６㎡（４４.７８坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
古家有　帯山小・中校区●
西側４ｍ道路●

錆０１２０（３４５）７８７
渥緯０９６（３２７）９７７５　エイブルネットワーク熊本本店　熊本地所㈱熊本県知事（６）第３２２７号

東区花立５丁目売地
1,600　万円
東町団地バス停歩６分●
地２０６.３２㎡（６２.４１坪）古家有●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
公園・商業施設近隣　住環境良好●
北西角地　桜木東小・桜木中校区●

東区花立１丁目売地
6,100　万円
昭和町バス停歩４分●
地７０７.２４㎡（２１３.９４坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿１６０％●
南側公道　桜木小・桜木中●
近隣商業施設多数有●

長嶺東９丁目売家
2,880　万円
中山バス停歩６分　姶２台●
地２２９.３０㎡（６９.３６坪）ＲＣ２階建●
建１４２.０２㎡（４２.９６坪）Ｈ１７年３月築●
４ＬＤＫ　屋上付　オール電化●
南西角地　託麻北小・東部中●

E‐Life不動産㈱ 緯０９６（２８４）１８９９渥

菊陽町辛川売家
2,280　万円
井口バス停歩３分●
地６２８.２８㎡（１９０.０５坪）姶３台●
建１７６.０１㎡（５３.２４坪）H８年1月築●
広々5LDK　木造瓦葺平家建●
菊陽南小・菊陽中校区●

御領２丁目売地
1,400　万円
東八反田バス停歩５分●
地２０１.３４㎡（６０.９０坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　角地●
託麻西小・東部中校区●

健軍４丁目売地
1,650　万円
動植物園電停歩４分●
地２００.４７㎡（６０.６４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　現況更地●
健軍小・湖東中校区●

熊本県知事（２）第４６８２号　中央区帯山６‐７‐６７ http：//www.e‐life‐e.jp

オープンハウス
２/４土５日１２：００～１６：００ 龍田１丁目新築一戸建

1,980　万円
上立田バス停歩８分●
地１４１.００㎡（４２.６５坪）木造２階建●
建９７.７０㎡（２９.５５坪）Ｈ２８年１１月築●
４ＬＤＫ＋納戸　エアコン３台付　姶４台●
未入居　龍田小・龍田中校区●

売買
清水万石５丁目売地

各550　万円
北津留バス停歩１１分●
地１７１.４６㎡～１９４.５９㎡　販売２区画●
唖宅地茜一低娃３０％阿６０％●
北側幅員約６ｍ　清水小・竜南中●
清水万石うぐいす台分譲地●

錆０１２０（６４）６６９４握

国土交通大臣（１）第８５０７号

株式会社　コスモピア

宇土市高柳町分譲宅地
940　～980　万

円
万
円

宇土市役所前バス停歩３分●
地１８４.２９㎡　販売２区画共通●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
宇土小歩６分（４８０ｍ）・宇土鶴城中校区●
建条無　買物便利　閑静住宅地●

緯０９６（３２０）３２２３渥

熊本県知事（２）第４８２２号

㈱優しい住まい 緯０９６（３８４）５９１５渥
熊本県知事（８）第２６１０号

バイパス不動産

長嶺南６丁目売家
5,500　万円
長嶺小前バス停歩６分　７LDK●
地３５５.０７㎡（１０７.４０坪）姶６台●
建１９９.９６㎡（６０.４８坪）鉄骨耐震構造●
Ｈ２３年６月築　H２８年１月内装悪済●
セキスイハウスの家　長嶺小・中校区●

オール電化
太陽光発電

オープンハウス
２/４土５日１１：００～１７：００

賃貸
中央区坪井１丁目貸店舗

月額43.2　万円
通町筋電停歩１０分●
建３００.８６㎡（９１.００坪）穐５ヶ月●
Ｈ１０年７月築　室内エレベーター付●
ＲＣ３階建　１Ｆ・２Ｆ一部元レストラン●
２Ｆ一部・３Ｆ住居部分（４ＬＤＫ）●
熊本県知事（１）第４９３４号

センチュリー２１すいぜんじ公園前不動産 錆０１２０（３２２）０２１渥

仁王さん通り沿　並木坂まで８０m

飲食向き・利用可能な厨房設備有

１
棟
貸 事業用

松島町教良木売地
65　万円

教良木バス停歩６分●
地９２３.４５㎡（２７９.３４坪）●
唖宅地茜区域外●
実測済　建築可●
更地　現況渡し●

三角町波多売地
347.2　万円
JR三角線三角駅歩２０分●
地２,１２６.６０㎡（６４３.２９坪）●
唖学校用地茜区域外●
実測済　建築可●
更地　現況渡し●

人吉市瓦屋町売地
482.4　万円
JR肥薩線人吉駅歩２４分●
地９７９.３２㎡（２９６.２４坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
建物有　現況渡し●
非線引区域　実測済●

八代市日奈久塩北町売地
559.2　万円
肥薩おれんじ鉄道日奈久温泉駅歩１分●
地５,７７７.７３㎡（１,７４７.７６坪）●
唖宅地茜一低・一住　非線引区域●
娃５０％・６０％阿８０％・２００％●
更地　現況渡し　実測済●

㈱中央住建不動産　熊本西営業所 緯０９６（２２７）６８６９渥国土交通大臣（１）第８９１５号

緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/小林）㈱アパートナー米屋町店国土交通大臣（４）第５８３０号

中央区二本木３丁目売マンション
1,198　万円
二本木町バス停歩２分●
挨６９.３１㎡（２０.９７坪）３ＬＤＫ●
Ｓ６１年１１月築　ラポール白川●
哀愛１６,３００円　ＳＲＣ９階建５Ｆ●
古町小・花陵中校区●

オープンルーム
２/４土５日１１：００～１６：００

中央区二本木３丁目１‐３１ナビ検索

ペ
ッ
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有
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月
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済

２８

１１

西区花園６丁目売地
1,200　万円
花園バス停歩５分●
地９９１㎡（２９９.７７坪）●
唖山林茜一低娃４０％阿８０％●
更地　高さ制限有り（１０m）●
花園小、井芹中校区●

八代郡氷川町売地
2,600　万円
法道寺バス停歩１分●
地２,８１７.８３㎡（８５２.３９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
事業用地可　現況更地●
竜北東小、竜北中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（６）第３４００号

宇城市松橋町松橋売地
340　万円

御領団地前バス停歩２分●
地１５９.８０㎡（４８.３３坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
旧３号線約４０m！　井戸有り●
松橋小・中校区●

東区西原１丁目売地
1,019.2　万円
西原郵便局前バス停歩３分●
地１２０.６２㎡（３６.４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
古家・倉庫有　閑静な住宅地●
西原小　西原中校区●

不動産全般

探しています。
査定無料　秘密厳守

買取も致します
業者様歓迎!!
法定手数料をお支払します

人吉市中林町売家
1,980　万円
下林バス停歩７分●
地２９２.００㎡（８８.３３坪）●
建１１７.３２㎡（３５.４８坪）●
Ｓ６２年１２月築　木造２階建●
日当り良好　駐車場広し●

緯０９６６（２２）２３１１渥不動産のウラタ㈱熊本県知事（１１）第１６９４号

土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

温泉源付　５LDK

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市泗水町富納売家
1,850　万円
富の原バス停歩４０分●
地２６４㎡（７９.８６坪）３ＬＤＫ●
建８２.８㎡（２５.０５坪）Ｈ２７年３月築●
Ｐ４台可　日当良　新品照明、カーテン付●
木造２階建　シャッター付●

菊池市泗水町吉富売地
595　万円

伝承館前バス停歩６分●
地３１０.００㎡（９３.７７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
交通量の少ない通学路、泗水小まで２,２００ｍ●
現況更地　即建築可●

菊池市野間口売地
2,750　万円
菊之池小学校前バス停歩５分●
地１,５１５㎡（４５８.２８坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
住宅・店舗可　日当良好●
農地法５条申請必要●

東区桜木４丁目売家
2,400　万円
府内古閑バス停歩４分●
地１９３.０６㎡（５８.４０坪）木造２階建●
建１０５.８５㎡（３２.０１坪）Ｈ１０年３月築●
４ＬＤＫ＋納戸　南側道路●
姶２台（ガレージ有）　日当り良好●

合志市須屋売地
1,600　万円
東須屋バス停歩３分●
地４３７.００㎡（１３２.１９坪）更地●
唖山林茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　閑静な住宅街●
西合志東小・合志南中校区●

緯０９６（３６７）８７８７渥㈱トーヤハウス熊本県知事（６）第３５１８号

西区西松尾町売店舗
1,780　万円
垂玉バス停歩１分　駐車場広々●
地１８１.００㎡（５４.７５坪）交通量多●
建１８７.３１㎡（５６.６６坪）即入居可●
Ｈ４年１月築　鉄骨造２階建●
１階ガラス張りで明るい店内●

株式会社　山口ハウジング 緯０９６（３６８）５４５０握熊本県知事（１１）第１４２０号

オープンハウス２/４土５日国道５０１号線に面し、何業にも適す！！

H２９年２月内外装リフォーム済 西区西松尾町５３４１‐１ナビ
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・
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Ⓟ１０台可
松尾２丁目分譲宅地

480　～500　　握万
円

万
円

松尾バス停歩１分●
地１５７.３９㎡～１６７.１５㎡●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
全１０区画　販売２区画●
松尾東小・H２９年４月～小島小、城西中校区●

池田２丁目分譲宅地
1,185　～1,834　　握万

円
万
円

長迫団地入口バス停歩１分●
地１７８.１８㎡（５３.８９坪）●
～３１９.０９㎡（９６.５２坪）
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
販売３区画　池田小・京陵中校区●

黒髪１丁目売地
932　　渥万

円
済々黌校前バス停歩３分●
地１１３.９８㎡（３４.４７坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
東側公道●
黒髪小・桜山中校区●

新生１丁目売地
1,988　　握万

円
健軍交番前バス停・電停歩５分●
地２０２.２４㎡（６１.１７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
西側４ｍ公道　更地●
泉ヶ丘小・湖東中校区●

国府３丁目売地
3,087　　握万

円
岡田町バス停歩４分●
地３０９.２６㎡（９３.５５坪）●
唖宅地茜二住●
娃６０％阿１６０％　更地●
白山小・出水中校区●

琴平本町売地
1,200　　握万

円
春竹小学校入口バス停歩６分●
地１３６.８９㎡（４１.４０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿１６０％●
南側約４ｍ公道●
春竹小・江原中校区●

楠１丁目売地
1,320　　握万

円
団地中央口・楠団地入口バス停歩３分●
地１８５.５９㎡（５６.１４坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
楡木小・楠中校区●

八王寺町売地
1,380　　握万

円
八王寺新道バス停歩１分●
地１８９.２７㎡（５７.２５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿１６０％●
道路中心後退済　南側公道●
春竹小・白山小、江原中・出水中●

龍田８丁目新築一戸建
2,850　　握万

円
楠団地入口バス停歩３分　姶３台●
地１４７.６２㎡（４４.６５坪）木造２階建●
建１１５.９２㎡（３５.０６坪）Ｈ２８年６月築●
カーテン、エアコン１台、照明、外構付●
４ＬＤＫ　オール電化　龍田小・龍田中校区●

楠１丁目新築一戸建
3,230　　握万

円
団地中央口バス停・楠団地入口バス停歩３分●
地１８０.８１㎡（５４.６９坪）姶３台●
建１１３.４４㎡（３４.３１坪）４ＬＤＫ●
木造２階建　Ｈ２８年９月築●
カーテン・照明・外構　楡木小・楠中●

保田窪４丁目売地
1,733　　握万

円
新南部入口バス停歩７分●
地２３８.６６㎡（７２.１９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
全３区画　残り１区画●
西原小・西原中校区●

緯０９６（３８５）０８３７熊本県知事（５）第３６９８号
東区保田窪本町４‐３２ ルミナスホーム　で　検索㈱ルミナスホーム

戸島５丁目分譲宅地
1,018　～1,215　　握万

円
万
円

中尾バス停歩３分●
地２１０.３２㎡～２４０.５１㎡●
唖畑茜調整娃４０％阿８０％●
販売６区画　託麻東小・二岡中●
集落内開発指定区域内●


