
緯０９６（２３７）７７７２日本エネルギー開発株式会社　熊本本店

使っていない空いてる土地探しています！使っていない空いて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宅地、雑種地、山林、田、畑など
④広さが約１５０㎡から１,０００㎡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

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●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（５）第３８９１号

八代市海士江町売家
2,080　万円
海士江バス停歩３分●
地２２５.７５㎡（６８.２８坪）４ＬＤＫ●
建１５４.００㎡（４６.５８坪）Ｈ１１年６月築●
木造２階建　Ｐ４台可　環境良し●
八千把小・第四中校区●

松橋町久具売地
550　万円

久具バス停歩５分●
地２１５.１４㎡（６５.０７坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
古家有　当尾小・松橋中校区●
プロパンガス　上水道　下水道●

オープンハウス
４/２９土３０日AM１０：００～PM６：００ 松橋町両仲間売地

1,200　万円
熊本南病院入口バス停歩７分●
地６６３.３４㎡（２００.６６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
古家有　平坦地　環境良し●
豊福小・松橋中校区●

お客様にあった不動産
売却をご提案いたします。
インターネット・広告・チラシで早期売却！
弊社にて買取も可能！　ご相談下さい。

空家 査定戸建土地 マンション

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

松橋町豊福売家
2,100　万円
豊福バス停歩４分●
地９５６.４７㎡（２８９.３３坪）●
建９４.１４㎡（２８.４７坪）Ｓ４７年１１月築●
木造平家建　４Ｋ＋車庫・物置●
豊福小学校まで４００ｍ●

花立５丁目売地
2,330　万円
山立窪バス停歩５分●
地２４７.８８㎡（７４.９８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件なし　更地●
湖東学園東部幼稚園近隣●

緯０９６４（３３）２７５５渥
熊本県知事（９）第２４０１号

西山地所

梶尾町売地
690　万円

南陽台バス停歩２分●
地２０７.９７㎡（６２.９１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
温泉権付の整形地　大型団地内●
北部東小・北部中校区●

合志市須屋売地
2,450　万円
松の本バス停歩２分●
地３５３.００㎡（１０６.７８坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
県道沿い　店舗・事務所・住宅に適●
ハローデイ・ナフコ約３２０ｍ●

緯０９６（２８８）３８５０渥株式会社　エトウ熊本県知事（２）第４８３９号

合志市須屋売地
1,520　万円
電鉄須屋駅歩９分●
地３８７.００㎡（１１７.０６坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
マルショク約３６０ｍ　須屋市民センター約４００m●
平家住宅適　西合志南小・中校区●

人吉市西間下町貸マンション
月額8.5　万円
人吉市役所西間別館バス停歩３分●
挨７１.８６㎡（２１.７３坪）３ＬＤＫ●
ＲＣ７階建２Ｆ　保証金２５.５万円●
H１６年１月築　買い物便利●
駐車場１台　要家財保険加入●

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！！

嘉島町上島売地
1,500　万円
中上島バス停歩１分●
地４０２㎡（１２１.６坪）●
唖雑種地茜調整娃７０％阿２００％●
集落内開発制度区域内●
セットバック後有効面積３３０㎡（１００坪）●

緯０９６（２７４）４９９１渥

熊本県知事（１）第５０４２号

㈱経和不動産

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

南区島町４丁目売家
3,100　万円
荒尾町バス停歩４分　姶３台可●
地２４９.１２㎡（７５.３５坪）木造２階建●
建１１５.９３㎡（３５.０６坪）Ｈ１３年３月築●
３ＬＤＫ＋書斎・納戸　ＪＲ西熊本駅歩７分●
Ｈ２８年１２月水回り新品　新耐震基準住宅●

緯０９６（２７３）７７７６渥

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

水前寺公園売マンション
2,200　万円
市立体育館前電停歩２分●
挨９２.７０㎡（２８.０４坪）南向●
Ｈ１０年７月築　１４階建４Ｆ●
哀愛１３,４３０円　姶６,０００円●
４ＬＤＫ　砂取小・出水中校区●

緯０９６（３８４）２０５７渥

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

高森町色見売別荘
1,190　万円
色見保育所前バス停歩２４分●
地６４８㎡（１９６坪）木造２階建●
建６９.５５㎡（２１.０３坪）Ｈ１９年４月築●
２ＬＤＫ　照明・カーテン・家具・家電一部付●
薪ストーブ・ウッドデッキ有　高森中央小・高森中●

緯０９６（３３９）１４８３渥

熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

合志市須屋売家
930　万円

熊本高専前バス停歩１０分●
地２３５.８５㎡（７１.３４坪）●
建１４２.２５㎡（４３.０３坪）Ｓ５６年１１月築●
木造２階建　三方角地●
西合志東小・西合志南中校区●

龍田４丁目売地
1,000　万円
龍田迫の上バス停歩５分●
地２５７.２７㎡（７７.８２坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　南側５ｍ公道●
龍田小・龍田中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号

花立２丁目売家
1,854　万円
桜木小学校西バス停歩４分●
地２０１.５９㎡（６０.９８坪）木造２階建●
建１３６.０４㎡（４１.１５坪）Ｈ１年１月築●
南側約６ｍ公道　姶１台●
桜木小・桜木中校区●

島崎６丁目売家
4,480　万円
慈恵病院前バス停歩８分●
地４１４.６８㎡（１２５.４４坪）木造２階建●
建２２８.７２㎡（６９.１８坪）Ｈ２１年１１月築●
６ＬＤＫ＋納戸　姶４台●
城西小・西山中校区●

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

菊池市隈府新築一戸建
2,199　～2,299　万

円
万
円

正観寺バス停歩４分　販売３棟●
地２０９.７２㎡～２１１.５３㎡　木造２階建●
建１０１.６５㎡～１０５.３０㎡　Ｈ２９年５月完予●
４ＬＤＫ　耐震性能＋制震性能　姶３台可●
フラット３５対象　隈府小・菊池南中●

緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/一野・岩本）

国土交通大臣（４）第５８３０号

㈱アパートナー　米屋町店

現地販売会開催！！
５/６土７日・１３土１４日１３時～１６時

セブンイレブン

ゲオゲオ

菊池市隈府１０６６‐１他ナビ

城南町宮地売家
1,398　万円
宮の下バス停歩３分●
地１６５.６１㎡（５０.０９坪）３ＬＤＫ●
建７２.０３㎡（２１.７８坪）Ｓ５８年２月築●
駐３台可　Ｈ２８年１０月内外装リフォーム済●
隈庄小・城南中校区　環境良し●

緯０９６（３８８）３１８０渥
熊本県知事（１２）第１１２８号

㈱豊栄商事

オープンハウス
４/２９土３０日AM１１：００～PM４：００

熊本市南区城南町宮地５２６‐５５ナビ検索

緯０９６（３３８）５９３６渥シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

龍田弓削２丁目売地
2,500　万円
塚ノ本バス停歩４分●
地７３８.００㎡（２２３.２４坪）更地●
唖畑茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　西５ｍ公道●
高台　ＪＲ武蔵塚駅歩７分●

西原２丁目売地
8,500　万円
託麻団地入口バス停歩２分●
地１,１３４.３１㎡（３４３.１２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側８ｍ公道に１５ｍ接道●
西原小・西原中校区●

龍田弓削１丁目売地
1,350　万円
龍田出張所入口バス停歩４分●
地４２７.５４㎡（１２９.３３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
更地　北側４m公道●
龍田小・龍田中校区●

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　!
誠伸住宅㈱ 緯０９６（３８４）２３００熊本県知事（２）第４５９６号

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●

北区大窪４丁目売家
780　　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●

氷川町野津売地
500　　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　現状渡し●
住宅用・事業用に適　竜北東小・竜北中校区●

東区広木町売地
1,536　万円
南町バス停歩８分●
地２５４㎡（７６.８３坪）●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
水前寺江津湖公園まで３００ｍ●
泉ヶ丘小・湖東中校区●

東区湖東１丁目売地
2,500　万円
神水・市民病院前電停歩２分●
地３２５.１１㎡（９８.３４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅地●
健軍小・湖東中校区●

北区清水亀井町売家
2,400　万円
八景水谷バス停歩４分●
地２９４㎡（８８.９３坪）５ＤＫ●
建１０４.１９㎡（３１.５１坪）Ｓ４５年５月築●
木造瓦葺平家建　Ｈ２９年４月リフォーム済●
清水小・清水中校区●

緯０９６（３６９）１１１６渥㈲吉川ホーム熊本県知事（９）第２４３９号 ㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１渥熊本県知事（１）第５０６２号

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●

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●

菊池市片角売地
580　万円

片角（ベンリカー）バス停歩３分●
地２５１.４１㎡（７６.１８坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無●
隈府小・菊池南中校区●

菊池市泗水町永売地
248　万円

伝承館前バス停歩４０分●
地２６８㎡（８１.０６坪）●
唖山林茜無指定娃８０％阿２００％●
閑静な住宅街●
現況更地　建築条件なし●

八代市迎町売家
2,600　万円
麦島バス停歩２分　南道路●
地６２６.６７㎡（１８９.５６坪）姶３台●
建１８７.２６㎡（５６.６坪）Ｈ１１年１月築●
全室エアコン　ジャグジー風呂●
キッチンテーブルセット　収納多●

緯０９６（３６６）５５１５渥
熊本県知事（８）第２７８２号

㈲天草不動産商会

小川町西北小川新築一戸建
1,890　　万円

（
税
込
）

小川四ツ角バス停歩１４分●
地２４８.５１㎡（７５.１７坪）姶４台分●
建９１.２０㎡（２７.５８坪）Ｈ２９年４月築●
３ＬＤＫ　日当り良　敷地広々●
小川小・小川中校区● 地震に強い平家住宅

小学校
まで２００ｍ

㈱稲葉住建 緯０９６４（２３）１２６５握熊本県知事（１０）第２１０８号

現地販売会　今週の土・日北区楡木３丁目売地
1,240　万円
楠１丁目バス停歩４分●
地１８６.４６㎡（５６.４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
楡木小・楠中まで歩４分（３００ｍ）●
東側公道６.７ｍ、接面１２０ｍ●

中央区菅原町売マンション
500　万円

新水前寺駅歩１０分●
挨５２.６２㎡（１５.９坪）●
Ｓ４９年１２月築　南向き２ＬＤＫ●
哀愛１０,０３０円　７階建３Ｆ●
白山小まで歩１分（８０ｍ）●

緯０９６（３３８）１２３４渥
熊本県知事（１）第５０１８号

㈲興栄土地

画図町重富売家
1,780　万円
中の瀬車庫バス停歩６分　姶２台●
地２２０.２７㎡（６６.６３坪）木造２階建●
建１３２.７６㎡（４０.１５坪）Ｈ５年７月築●
６ＤＫ＋納戸　二世帯向き　日当たり良好●
閑静な住宅街　画図小・出水南中校区●

錆０１２０（９２７）１７２渥
熊本県知事（１）第５０７７号

グッドホーム熊本　グッドハート㈱

近隣に商業施設充実♪ 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●
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　

中央区白山３丁目売アパート
5,850　万円
新水前寺駅前電停歩３分●
地１３５.７０㎡（４１.０４坪）鉄骨造５階建●
建４３３.４４㎡（１３１.１１坪）Ｓ５５年８月築●
１Ｋ×１６戸　現在満室　利回り１０.９５％可●
相談可能　ＪＲ新水前寺駅歩３分●

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）●

泗水町住吉売地
720　万円

電鉄富の原バス停歩２０分●
地９５４㎡（２８８.５９坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
三方道路・事務所・倉庫・工場適●
農地法５条の許可必要●

緯０９６８（２３）８０１５渥
熊本県知事（６）第３６７９号

有限会社　川口開発

緯０９６（３７１）９１００渥通産商事㈲熊本県知事（１３）第７３０号

東区八反田２丁目売地
950　万円

八反田入口バス停歩６分●
地１６６㎡（５０坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
マルショク・銀行・バス停４５０ｍ●

中央区黒髪６丁目売地
1,050　万円
一里木バス停歩３分●
地２４１㎡（７３.０９坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％●
黒髪小・桜山中校区●

東区月出５丁目売アパート
2,800　万円
小峯営業所前バス停歩３分●
地５２３.１１㎡（１５８.２４坪）８世帯満室●
建３４６㎡（１０４.６６坪）Ｓ４８年１０月築●
木造瓦葺２棟　サニー新外店２００ｍ●
現年収３１０万円　利回り１１％可●

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。

東区上南部２丁目売家
2,080　万円
王田バス停歩４分●
地２１８.１１㎡（６５.９７坪）４ＬＤＫ●
建１２４.９２㎡（３７.７９坪）Ｈ１４年２月築●
サンルーム・電動車庫●
東部中まで約３５０ｍ●

純和風の家　腰壁・掘りごたつ

株式会社　Investment（インベストメント）熊本県知事（２）第４６８７号 緯０９６（２８８）９９３４渥
〔インベストメント熊本〕で検索

八代市中片町売家
2,480　万円
中片町入口バス停歩３分　幅６ｍ道路●
地２５３.７４㎡（７６.７６坪）３ＬＤＫ＋納戸●
建１１０.９６㎡（３３.５７坪）Ｈ２１年８月築●
陶器瓦・ウッドデッキ・床暖房●
オールペアサッシ　太田郷小・第二中●

合志市須屋売家
1,850　万円
川添バス停歩５分　南面道路●
地２３１㎡（６９.８７坪）姶２台可●
建１１０㎡（３３.２７坪）Ｓ６０年８月築●
広々メーターモジュール　５ＤＫ●
西合志南小・西合志南中校区●

Ｈ２９年１月内外装リフォーム済

水廻り新品　西須屋団地内H２８年６月内外装全面リフォーム済

南西角地・ソーラー

売買
中央区上通町売マンション

2,250　万円
白川公園バス停歩３分●
挨６０.６３㎡（１８.３４坪）１ＬＤＫ●
Ｈ１年８月築　H２６年１２月リノベーション済●
哀愛１７,５１０円　１０階建７Ｆ●
鶴屋百貨店４００m（歩５分）●

緯０９６（２８５）８０９１渥

熊本県知事（２）第４８１２号

ファミリーステージ㈱


