
西区二本木４丁目売地
2,715　万円
熊本操車場前バス停歩３分●
地３５９.０１㎡（１０８.６０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
熊本駅まで１２００ｍ　環境良し●
古町小・花陵中校区　分筆相談可●

城南町永売地
1,500　万円
千町バス停歩１５分●
地９９４.０７㎡（３００.７０坪）●
唖宅地茜集落内開発区域●
閑静な住宅街　周辺環境良好●
セットバック必要●

北区津浦町売家
1,880　万円
山伏塚バス停歩７分●
地４８４.６８㎡（１４６.６１坪）●
建９７.２３㎡（２９.４１坪）Ｓ５０年１０月築●
閑静な住宅街　木造平家建●
高平台小・京陵中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（６）第３４００号

中央区出水８丁目売地
2,352　万円
画図町バス停歩６分●
地２７８.１８㎡（８４.１４坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
閑静な住宅街　ゆめタウン浜線３００ｍ●
出水南小・出水南中校区●

宇城市松橋町松橋売地
340　万円

御領団地前バス停歩３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●

熊本県知事（５）第３９２７号 ㈲不動産のマツムラ〒８６０‐００８５　北区高平３丁目１３‐３５
緯０９６（３４４）９８８９

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

打越町売地
1,580　　渥万円
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　　渥万円
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）

下硯川２丁目売家
1,880　　渥万円
昇立バス停歩７分●
地２３４.１５㎡（７０.８３坪）軽量鉄骨造２階建●
建１２３.４１㎡（３７.３３坪）H３年７月築●
西里小校区　フォレステージ硯坂内●

積水ハウス施工　４ＬＤＫ　カーポート付

八反田２丁目売家
2,250　　渥万

円
八反田入口バス停歩６分●
地１８３.３１㎡（５５.４５坪）木造２階建●
建１１６.７５㎡（３５.３１坪）Ｓ５４年６月築●
オール電化　４ＬＤＫ＋納戸●
姶３台可　利便性良好・日当良好

西梶尾町売家
3,880　　渥万

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

梶尾町売地
670　　渥万円
鶴の原温泉バス停歩２分●
地２１１.７６㎡（６４.０５坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
区画整理地内　整形地　閑静な住宅街●
東南角地　建築条件無　日当良好

池田２丁目売地
780　　渥万円
池田三丁目バス停歩２分●
地１５７㎡（４７.４９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　北側４ｍ道路　現状渡し●

建築条件無　池田小・京陵中校区

四方寄町売地
1,150　～1,200　　握万

円
万
円

南原バス停歩５分　販売２区画●
地１８４.２７㎡～１８６.１６㎡　更地●
茜宅地茜準工娃６０％阿２００％●
日当良好　仲介手数料不要●
川上小　全４区画　建築条件無

西梶尾町売地
1,820　　渥万

円
北部総合支所前バス停歩５分●
地３８８㎡（１１７.３７坪）更地●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　広々敷地　日当良好●

川上小歩３分（２４０ｍ）・北部中校区

池田４丁目売家
2,280　　渥万

円
北島バス停歩３分　６DK●
地５４４㎡（１６４.５６坪）木造２階建●
建１３１.９３㎡（３９.９０坪）S４４年８月築●
日当良好　ＪＲ崇城大学前駅歩３分●
敷地広々　池田小・井芹中校区国道３号線・北バイパスアクセス良好

残２区画 高平３丁目売地
1,680　　渥万

円
高平南公園バス停歩３分●
地３０７.３５㎡（９２.９７坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高台　日当良好　利便性良好●

建築条件無　南西角地　宅造区域内

御幸木部３丁目売地
1,060　　握万円
御幸木部町バス停歩４分●
地５７６.８㎡（１７４.４８坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発　一般住宅建築可●
御幸小、託麻中校区　家庭菜園可●

南高江１丁目売地
1,276　　握万円
合志町バス停歩２分●
２４１.１９㎡（７２.９５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
城南小１,２００ｍ　城南中１,６００ｍ●
そよかぜ保育園５０ｍ　残り１区画●

八分字町池ノ端売地
2,095　　渥万円
八分字バス停歩９分●
地４０４.３４㎡（１２２.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校徒歩１０分（８００ｍ）●
飽田中学校徒歩８分（６４０ｍ）●

八分字町須崎売地
1,380　　渥万

円
十三バス停歩１分●
地２３６.５２㎡（７１.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小学校徒歩１分（８０ｍ）●
飽田中学校徒歩１０分（８００ｍ）●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

南区川尻１丁目新築一戸建
2,598　　握万

円
岡町バス停歩２分　川尻小・城南中●
地１３０.２４㎡（３９.３９坪）角地●
建９２.７４㎡（２８.０５坪）Ｈ２９年４月築●
オール電化　エアコン２台　姶３台●
３ＬＤＫ　外構・外柵工事費込●

西区島崎７丁目売家
2,000　　渥万

円
東荒尾バス停歩２分　姶４台以上可●
地８５８.７８㎡（２５９.７８坪）木造２階建●
建１３１.１㎡（３９.６５坪）Ｓ２３年６月築●
８ＤＫ　庭広々　日当良好●
熊本城が見えます　城西小・西山中●

中央区細工町４丁目売マンション
390　　渥万

円
祗園橋バス停歩１分　ペット飼育可●
挨３７.０５㎡（１１.２坪）Ｓ５５年６月築●
哀愛５,０００円　鉄骨造８階建５Ｆ●
地震後水回り、クロス交換済●
五福小２７０ｍ　熊本駅歩８分　利便性良●

㈱だんだんホーム熊本県知事（２）第４８５０号 緯０９６（３２６）６２８８
［だんだんホーム］で検索

北区植木町大和売家
580　万円

ニュータウン入口バス停歩２分●
地１９５.４３㎡（５９.１１坪）●
建７３.３０㎡（２２.１７坪）Ｓ５１年１０月築●
軽量鉄骨平家建の古家付●

緯０９６（３２５）８２７２渥

熊本県知事（１０）第２０５０号

茂村住宅㈱

合志市須屋売家
1,100　万円
新地団地バス停歩１２分●
地２７８.００㎡（８４.０９坪）日当良●
建１２０.９５㎡（３６.５８坪）広 ４々ＤＫ●
Ｓ５５年１２月築　リビング１０帖●
木造和風２階建　広縁有●

緯０９６（３５２）５４００渥

熊本県知事（６）第３６１８号

シー・ライフ

中央区坪井４丁目売地
3,080　万円
黒髪町バス停歩５分●
地３２３.９５㎡（９７.９９坪）更地●
唖宅地茜近商・一住娃８０％阿２４０％●
北東角地　セットバック要●
黒髪小、桜山中・竜南中校区●

東区長嶺南２丁目売アパート
2,000　万円
日赤病院前バス停歩５分●
地１８７.８３㎡（５６.８２坪）木造２階建●
建１７２.３４㎡（５２.１３坪）Ｓ６１年３月築●
１Ｋ×８戸　賃貸中　利回り１０.９５％可●
南面道路　周辺環境良し●

熊本県知事（７）第３２２７号

エイブルネットワーク熊本本店　熊本地所㈱
錆０１２０（３４５）７８７

渥緯０９６（３２７）９７７５　

南区八幡９丁目売家
1,160　万円
熊農前バス停歩１０分●
地２１３㎡（６４坪）●
建８９㎡（２７坪）●
Ｓ４７年７月築　４DK●
H２９年４月一部リフォーム済●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１０）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６渥
携帯０９０（８７６０）４６３８

西区横手２丁目売地
1,200　万円
北岡神社バス停歩１０分●
地１９７.３１㎡（６０坪）●
唖宅地茜一住●
娃６０％阿２００％●
高台　全２区画●

嘉島町上島売地
950　万円

西村入口バス停歩３分●
地３０７.８４㎡（９３.１２坪）●
唖宅地　茜無指定●
娃４０％　阿８０％●

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。

中央区国府３丁目売地
2,300　　渥万

円
新水前寺駅歩９分●
地２５５.００㎡（７７.１３坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
白山小・出水中校区●
建築条件なし●

南区富合町杉島売地
520　　渥万円
富合駅歩２４分●
地１９８.４１㎡（６０.０１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
閑静な住宅地　建築条件なし●
ナフコ約１㎞　みすみ胃腸科・外科約１㎞●

中央区九品寺５丁目売ビル
6,800　　渥万

円
南熊本駅歩１１分●
地２３９.２３㎡（７２.３６坪）３階建●
建３５４.３２㎡（１０７.１８坪）Ｓ５８年８月築●
現況障碍者専用住宅　全１８室●
居住スペース・賃貸・下宿などにも対応●

北区大窪４丁目売家
800　　渥万

円
堀川駅歩１７分●
地１９４.３８㎡（５８.７９坪）５Ｋ●
建９９.３１㎡（３０.０４坪）Ｓ５７年８月築●
南向き　日当り良し　姶２台可●
リノベーション向け、解体相談可●

東区月出６丁目売家
2,380　　渥万

円
月出小学校入口バス停歩１分●
地２５９.７４㎡（７８.５７坪）７ＤＫ●
建１６１.８３㎡（４８.９５坪）Ｓ５５年８月築●
木造２階建　南東向き●
リノベーション向け、解体相談可●

氷川町野津売地
550　　握万円
有佐駅歩１２分●
地７８５.７８㎡（２３７.６９坪）●
唖宅地茜区域外●
建物有　解体相談可●
住宅用・事業用に適　竜北東小・竜北中校区●

中央区白山３丁目売ビル
6,400　　渥万

円
新水前寺駅前電停歩３分●
地１３５.７０㎡（４１.０５坪）５階建●
建４３３.４４㎡（１３１.１１坪）Ｓ５５年８月築●
１Ｋ×１６戸　収納スペース●
室内洗濯機置場　利回り１０.０６％可●

誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００熊本県知事（２）第４５９６号

西区小島６丁目売店舗
8,800　　渥万円
小島上町バス停歩３分●
地５７０.０９㎡（１７２.４５坪）鉄骨造２階建●
建４２１.２４㎡（１２７.４２坪）●
Ｈ６年６月築　１９戸●
老人ホーム・障害者施設・下宿等に適●

求む　！
・分譲・賃貸マンション用地
・中古マンション、戸建て、土地
　なんでもご相談下さい　!

お電話ください

㈱明和不動産 緯０９６（３２２）１５０８渥国土交通大臣（１）第００８４３２号 明和不動産　検索

合志市須屋売家
3,180　万円
みずき台バス停歩３分●
地２３４.１０㎡（７０.８１坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１６４.６２㎡（４９.７９坪）H１６年２月築●
姶３台可　積水ハウスの家●
５ＬＤＫ＋納戸へ変更可　西合志東小・南中校区●

大津町美咲野売家
2,300　万円
美咲野団地バス停歩５分●
地２４８.５３㎡（７５.１８坪）４ＬＤＫ●
建１３０.５０㎡（３９.４７坪）Ｈ２２年１０月築●
オール電化　姶３台可　！●
木造２階建　美咲野小・大津北中校区●

川端町売家
2,100　万円
祇園橋電停歩１分●
地１０３.９５㎡（３１.４４坪）５ＤＫ●
建１３５.９５㎡（４１.１２坪）Ｈ７年５月築●
電停目の前　！　利便性良好●
事務所等にも適　五福小・藤園中校区●

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％●
更地渡し　整形地の敷地１００坪●
買物便利　白川小・中校区●

水源１丁目売地
2,100　万円
泉ヶ丘小学校前バス停歩６分●
地２６１.１５㎡（７８.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
動植物園入口４３０ｍ　市民病院１,２００ｍ●
環境良し　！　泉ヶ丘小・湖東中校区●

上水前寺２丁目売地
1,540　万円
京塚バス停歩２分●
地１４５.９５㎡（４４.１４坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
県道戸島熊本線沿い　京塚バス停９０ｍ●
帯山小・中校区　更地、建築条件無し●

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●

健軍１丁目売地
2,890　万円
神水町バス停歩６分●
地２３８.９２㎡（７２.２７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
現況更地の整形地！！　健軍小約１７０m●
マリスト学園の北側　健軍小・湖東中校区●
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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

東区帯山５丁目売地
1,950　万円
帯山５丁目バス停歩２分●
地２６１.６１㎡（７９.１３坪）南幅４ｍ道路●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
県道近隣の住宅地　帯山小・帯山中校区●
問合せ：０９０-８９１９-２６６９●

緯０９６（３８８）２１３７渥

熊本県知事（１）第５０２７号

不動産コンサルタント小山事務所

合志市豊岡売家
1,350　万円
泉ヶ丘中央バス停歩４分●
地２１４.５３㎡（６４.８９坪）姶１台●
建８０.３１㎡（２４.２９坪）Ｓ５８年１月築●
木造２階建　４ＤＫ　北西公道●
合志南小８４０ｍ・合志中校区●

緯０９６（２３３）１２３７渥

熊本県知事（３）第４３８５号

㈲大輝不動産 緯０９６（３７０）３８８３
熊本県知事（３）第４３６６号

㈱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賃貸

緯０９６６（２２）２３１１渥
熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱

土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

人吉市紺屋町貸店舗
月額8.5　万円
九日町バス停歩２分　保証金３５万円●
挨３７.４㎡（１１.３１坪）Ｓ３８年１月築●
木造瓦葺平家建　スナック・バー向●
哀・共益費５,４００円　要店舗総合保険加入●
カウンター・流し台・WC・坪庭付●

売買
泗水町住吉売地

252　～315　万
円

万
円

電鉄高江バス停歩４０分●
地２７７.６７㎡（８４坪）～３４７.０９㎡（１０５坪）●
唖田茜無指定娃７０％阿２００％●
販売３区画・農地法の許可必要●
泗水東小歩７分（５６０ｍ）●

緯０９６８（２３）８０１５渥

熊本県知事（６）第３６７９号

有限会社　川口開発

緯０９６（２２３）７１８１
熊本県知事（５）第３７５３号

㈱マスダ不動産開発

被災した不動産の
売却の相談承ります

不動産買取　!
緯０９６（２３７）７７７２日本エネルギー開発株式会社　熊本本店

買いま買いますす！！借りま借りますす　！！　冬眠している…土地探しています！冬眠している…土地探しています！！！

条件…①道路が土地に隣接していること　②電柱が近くにあること
③山林、雑種地、使っていない土地など（農地の転用が可能な田、畑）
④広さが１反（３００坪）もしくは２反（６００坪）程度まで
⑤字図、謄本をご用意ください

自然エネルギー発電所　各施設用地募集

ホームページ　http://j-e-d.co.jp
メール　info@j-e-d.co.jp

美里町堅志田売地
120　万円

堅志田バス停歩５分●
地１３２.５７㎡（４０.１０坪）●
唖宅地茜区域外、建築可●
上水道無　下水道：合併浄化槽●

御船町木倉売地
530　万円

宗心原バス停歩６分●
地５８７㎡（１７７.５坪）●
唖宅地茜区域内娃７０％阿２００％●
間口１９ｍ　建築条件無し●
田舎暮らし適の住宅地●

緯０９６（３２４）２９１０渥
熊本県知事（４）第４１１３号

㈱ホリゾン 錆０１２０（０９４）８８８渥
国土交通大臣（１）第００９０３３号

イエステーション熊本東店㈱すがコーポレーション

長嶺西１丁目売マンション
2,080　万円
南原バス停歩５分●
挨７２.４４㎡　Ｈ２４年１０月築●
哀愛１３,９００円　８階建３Ｆ●
ショッピングモール歩３分（２４０ｍ）！●
築浅のとてもキレイなお部屋です●

御領３丁目売事務所
5,790　万円
御領バス停歩２分●
地３９９.３２㎡（１２０.７９坪）木造２階建●
建１９３.１８㎡（５８.４３坪）Ｈ２２年８月築●
県道熊本空港線沿！　東南角地で日当良好！●
太陽光パネル付の店舗付！　姶６台以上可　！●

東町４丁目売マンション
1,498　万円
第二高校前バス停歩３分　３ＬＤＫ●
挨７５.８５㎡（２２.９４坪）Ｓ５８年２月築●
哀愛１１,０００円　ＲＣ４階建１Ｆ●
H２８年５月全面リ済　南向き専用庭付●
健軍サンハイツ２「１０４号室」●
熊本県知事（２）第４６９０号

(同)ウイング企画
緯０９６（３４５）８０３１渥

［ウイング企画　熊本］で検索
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㈲エステート西原熊本県知事（４）第４１１０号 緯０９６（２７９）２９５９
www.estate-nishihara.com/

南阿蘇村立野売家
1,850　　渥万

円
ＪＲ豊肥本線　赤水駅歩３８分●
地３３０.００㎡（９９.８２坪）木造２階建●
建１１９.６７㎡（３６.２０坪）Ｈ２４年４月築●
３ＬＤＫ　現在所有者居住中●
南阿蘇村西小・南阿蘇村中校区●

西原村小森売地
660　　渥万

円
西原台バス停歩１１分●
地３９６.７１㎡（１２０.００坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無●
山西小・西原中校区●

西原村小森売地
538.72　　握万

円
西原村役場入口バス停歩３分●
地２３７.４８㎡（７１.８３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　全３４区画●
西原ニュータウン●

龍田陳内３丁目売地
1,400　万円
龍田陳内バス停歩３分●
地４２４㎡（１２８.２６坪）●
唖雑種地・田茜一住●
娃６０％阿２００％●
更地　南側道路●

北九開発㈱ 緯０９６（３８４）０３１１渥熊本県知事（５）第３８８２号
www.hokkyuu.jp（スマホ対応）

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●

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●

黒髪２丁目売１棟マンション

6,500　万円
黒髪小学校前バス停歩２分●
地３０６.５０㎡（９２.７１坪）鉄骨造４階建●
建４７２.９６㎡（１４３.０７坪）Ｓ５８年４月築●
全２０戸　利回り１０.９６％可●
現在満室　近隣商業地域●

松橋町曲野売アパート
3,680　万円
南田バス停歩４分　姶各戸２台ずつ●
地６８９.６７㎡（２０８.６２坪）木造２階建●
建３１９.７２㎡（９６.７坪）Ｈ８年３月築●
３ＤＫ×６室　利回り１１.３４％可●
Ｈ２９年２月全面リ済　現在満室●

菊池市泗水町豊水店舗付住居
3,900　万円
孔子公園バス停歩１分●
地７７７.８１㎡（２３５.２８坪）木造２階建●
建２１７.１９㎡（６５.６９坪）Ｈ５年３月築●
泗水町で立地良、様々な事業に対応●
銀行２２０ｍ　スーパー３１０ｍ　日当良好●

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

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●

菊池市泗水町永売地
98　万円

高江バス停歩３０分●
地１８５.６０㎡（５６.１４坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
現況更地　平屋も建築可能　日当り良●
子育てにも優しい閑静な住環境●

南区城南町宮地売地
398　万円

宮の下バス停歩４分　環境良●
地１１９.９５㎡（３６.２８坪）東側公道●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
開発団地内　３.３㎡（坪）１０.９万円●
建築条件無　隈庄小・下益城城南中●

南区川尻２丁目売地
800　万円

川尻駅歩９分●
地４０６㎡（１２２.８１坪）●
唖雑種地茜調整　建築不可●
西側６ｍ公道　３.３㎡（坪）６.５万円●
家庭菜園・資材置場等適●

南区御幸笛田１丁目売地
1,480　万円
下乙バス停歩４分●
地２３１.００㎡（６９.８７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北側５ｍ公道　建築条件無●
御幸小・託麻中　３.３㎡（坪）２１万円●

㈱エステートジャパン 緯０９６（３８４）５４００渥熊本県知事（１０）第１９８０号

南区浜口町売地
5,000　万円
保徳寺バス停歩１分●
地２,３６１㎡（７１４.２０坪）県道沿●
唖雑種地茜調整娃３０％阿８０％●
北側５ｍ・東側８ｍ公道　３.３㎡（坪）７万円●
集落内開発区域　飽田西小・飽田中●


