
共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

北区龍田４丁目売地
700　万円

団地中央口バス停歩８分●
地３９５.５６㎡（１１９.６５坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　北西４ｍ角地●
龍田小９００ｍ・龍田中１,１００ｍ●

緯０９６（３７１）３２２１渥

熊本県知事（５）第３７７５号

松下管理㈲

北区梶尾町売地
711　万円

梶尾温泉バス停歩３分●
地２１６.４５㎡（６５.４７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
三方道路●
温泉団地　温泉権付●

緯０９６４（２８）８５５０渥

熊本県知事（５）第３７６２号

城南地所

益城町広崎売地
962　万円

広崎バス停歩７分●
地２１４.９㎡（６５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
猫伏石近隣●
広安西小・益城中校区●

緯０９６（３８４）２０５７渥

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

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

阿蘇市黒川売家
1,380　　万円

（
税
込
）ＪＲ阿蘇駅歩１５分●

地７５０.２３㎡（２２６.９４坪）●
建１１８.２２㎡（３５.７６坪）●
木造２階建　S６３年３月築●
５ＬＤＫ＋書斎　縁側付●

緯０９６７（３２）０７８９渥

熊本県知事（５）第３９１７号

名小西製材所

月出５丁目売家
2,800　　万円

（
税
込
）中小峯バス停歩１分　木造２階建●

地１８５.７７㎡（５６.１９坪）東南角地●
建１１８.８２㎡（３５.９４坪）Ｈ１５年３月築●
床暖房・全室クーラー付、デッキ、姶２台●
携帯０９０‐７４５０‐４２１１　即引渡可●

緯０９６（２８６）４８３６渥

熊本県知事（１１）第１３６３号

㈲野原ハウジング

中央区黒髪４丁目売住居付事務所

1,360　万円
立田自然公園入口バス停歩８分●
地１１３㎡　建６８.２４㎡　Ｈ４年５月築●
１Ｆ事務所・２Ｆ広々ロフト付１Ｒ　倉庫付●
Ｈ２８年５月内外改装済　姶５台●
連絡先：０９０‐１３４９‐６６８６●

緯０９６（２２７）６１１９渥

熊本県知事（９）第２５０８号

㈲緑地所

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！！

多良木町多良木売家
1,500　万円
東多良木駅歩３分　姶４台可●
地３２１.７㎡（９７.３１坪）木造２階建●
建１３８.０７㎡（４１.７６坪）Ｈ１５年５月築●
４ＬＤＫ＋納戸・ＷＣＬ　玄関・トイレ広々●
ファミリーマート約３５０ｍ　コスモス約４２０ｍ●

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。

植木町岩野売家
696　万円

植木岩野バス停歩８分　４ＬＤＫ●
地２８９.３２㎡（８７.５１坪）木造２階建●
建１２６.５５㎡（３８.２８坪）Ｓ５７年８月築●
すいかの里道の駅まで５５０ｍ●
ＲＣ造の電動シャッター付車庫姶４台●

龍田弓削１丁目売家
1,095　万円
塚の本バス停歩３分●
地２００.８２㎡（６０.７４坪）●
建９６.９２㎡（２９.３１坪）Ｓ５２年２月築●
５ＤＫ　日当り・眺望良●
武蔵塚公園近隣　南面道路●

緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

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
緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

南区浜口町売家
2,480　万円
孫代バス停歩６分　耐震基準適合住宅●
地７０９.６５㎡（２１４.６６坪）木造平家建●
建１４０.８１㎡（４２.５９坪）Ｓ５８年２月築●
６ＬＤＫ　姶６台　飽田東小・飽田中●
Ｈ１９年９月増改築済　太陽光発電４kw●

南区富合町大町売家
3,300　万円
緑川橋バス停歩１８分　姶３台可●
地２５０.３４㎡（７５.７２坪）木造２階建●
建１２７.６３㎡（３８.６０坪）H２４年１１月築●
４LDK＋WIC　一条工務店施工　東南角地●
全室床暖房　太陽光発電６.３kw●

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　

中央区春竹町春竹売マンション
1,498　万円
ＪＲ平成駅歩６分　南東角部屋　日当良好●
挨８１.４８㎡　Ｈ３年３月築　３ＬＤＫ●
哀愛姶１５,８４０円　ＲＣ８階建５Ｆ●
水回り新品交換　クロス・床張替●
オール電化　近隣商業施設多数有●

オープンルーム
５/２７土２８日１１：００～１７：００

ナ
ビ
検
索
中
央
区
春
竹
町
春
竹
　４９６

南阿蘇村白川売店舗
2,200　万円
白川水源駅歩１３分●
地２,０７８.０６㎡●
建１３０.３０㎡　Ｈ９年１０月築●
国道３２５号沿い　上下水道●
居抜　居住スペースあり●

緯０９６（２８８）５８３０渥
熊本県知事（９）第２４３６号

ミツワ不動産建設㈲清水店

中央区米屋町１丁目売一棟マンション

1億800　万円
呉服町電停歩３分　Ｓ６１年７月築●
地２２２.９６㎡　建７３７.５９㎡　賃貸中●
RC６階建　満室時利回り８.３３％可●
セブンイレブン４２m・ゆめマート３２２m●
テナント１戸、１DK１１戸、２LDK５戸●

北区楠７丁目売一棟マンション

1億2,000　万円
楠５丁目バス停歩６分　Ｓ６４年１月築●
地４３４.５０㎡　建５３４.５６㎡　賃貸中●
鉄骨造３階建　満室時利回り８.７２％可●
鶴屋フーディワン３５０m●
テナント１戸、１R２５戸●

東区月出４丁目売一棟マンション

1億7,500　万円
県立大通りバス停歩２分　Ｈ３年４月築●
地６８９.４０㎡　建１,２２２.５５㎡●
RC４階建　満室時利回り８.４２％可●
Ｈ２５年９月大規模修繕済●
現在満室　２LDK６戸、３DK１４戸●

西区島崎２丁目売一棟マンション

2億2,500　万円
日向崎バス停歩３分　Ｈ９年７月築●
地５６７.００㎡　建１,０３３.２８㎡●
RC４階建　満室時利回り８.２６％可●
ゆめマート１９８m・セブンイレブン２８９m●
賃貸中　１K３９戸　現在満室●

東区健軍２丁目売一棟マンション

3億7,000　万円
神水・市民病院前電停歩２分　Ｈ１０年２月築●
地３１５.４３㎡　建１,７６０.３６㎡●
ＲＣ１０階建　満室時利回り８.４１％可●
ローソン２９５m　マックスバリュ５３３ｍ●
賃貸中　テナント５戸、１Ｒ・１Ｋ４８戸●

㈱奥羽興産熊本県知事（４）第４１２７号 緯０９６（３８５）６５５５渥
www.okuba.co.jp

益城町砥川売地
630　万円

飯田山入口バス停歩３分●
地２０６.６６㎡（６２.５１坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
開発分譲地内　建築条件付●
飯野小学校徒歩５分（４００ｍ）●

益城町砥川売地
660　万円

飯田山入口バス停歩３分●
地２１９.５３㎡（６６.４０坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
開発分譲地内　建築条件付●
飯野小学校徒歩５分（４００ｍ）●

緯０９６４（２８）００９５握
熊本県知事（３）第４３０９号

大海建設㈱

花園２丁目新築一戸建
2,780　万円
本妙寺前バス停歩１分　北東角地●
地１５０.１４㎡（４５.４１坪）木造２階建●
建９９.７８㎡（３０.１８坪）Ｈ２９年７月完予●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　高い耐震性を実現●
フラットＳ３５適合証明書　全室南向き●

緯０９６（２８８）３８５０渥
熊本県知事（２）第４８３９号

株式会社　エトウ

※
内
覧
可

東区八反田２丁目売地
1,815　万円
託麻団地入口バス停歩５分●
地２８５.７㎡（８６.４２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
託麻西小・西原中校区●
北側４ｍ公道沿　建築条件無●

東区山ノ内３丁目売地
2,511　万円
山ノ神バス停歩３分●
地３７７.３２㎡（１１４.１３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
山ノ内小・錦ヶ丘中校区●
高台　建築条件無●

東区月出３丁目売地
2,820　万円
身障者福祉センター前バス停歩３分●
地３００.７５㎡（９０.９７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
月出小・西原中校区●
南道路　建築条件無●

緯０９６（３８３）２２２８渥㈲上田不動産熊本県知事（７）第２９２９号

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

業者仲介大歓迎　仲介手数料支払います
不動産買取　!

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥

松橋町松橋売家
1,880　万円
松橋栄町バス停歩１３分●
地１５６.７６㎡（４７.４１坪）４ＬＤＫ●
建９６.７５㎡（２９.２６坪）Ｓ６３年９月築●
木造２階建　H２９年５月全面リフォーム済●
松橋小・松橋中校区●

阿蘇市竹原売家
2,180　万円
ＪＲ豊肥本線いこいの村駅歩８分●
地１,８１３.３８㎡（５４８.５５坪）９ＬＤＫ●
建４３３.５８㎡（１３１.１６坪）Ｈ１１年８月築●
南向き　二世帯向き●
福祉施設向き●

オープンハウス
５/２７土２８日１０：００～１８：００

熊本県知事（５）第３８９１号

北区清水本町売地
1,400　万円
亀井橋バス停歩７分●
地２１２.４㎡（６４.２５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
解体更地渡し　環境良し●
清水小、竜南中校区●

ミサワホーム九州㈱熊本支店 錆０１２０（３５４）３３０国土交通大臣（５）第５５６０号
熊本市南区馬渡２‐９‐１６

お気軽にご相談ください

無料査定・買取実施中
※ミサワホーム以外の不動産（土地・一般戸建住宅・マンション・アパート等）の査定
も承ります。
※エリア、土地、建物の状態によっては、買取できない場合もございますので事前に
お問い合わせ下さい。

山鹿市山鹿売地
2,270　　握万

円
山鹿市役所入口バス停歩６分●
地６２６.８５㎡（１８９.６２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　山鹿市役所隣り●
都市ガス　上水道・下水道引込有り●

合志市須屋売家
3,480　　旭万

円
熊本電鉄黒石バス停歩１８分●
地２３１.７６㎡（７０.１０坪）鉄骨２階建●
建１１４.２０㎡（３４.５３坪）Ｈ２６年１１月築●
日当良好　ＩＨ対面キッチン　食洗乾燥機●
４ＬＤＫ（未入居）シャッター雨戸付●

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

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
1,150　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
2,150　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　姶２台　北東角地●
H２９年６月リフォーム完成予定●

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●

練兵町売マンション
650　万円

西辛島町電停歩３分　ハイムサンシャイン●
挨５３.７９㎡（１６.２７坪）Ｓ５５年１１月築●
哀愛１６,２４７円　ＳＲＣ１５階建２Ｆ●
Ｈ２９年３月室内リフォーム済　３Ｋ●
５/２７土２８日１２～１７時オープン●

㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥国土交通大臣（１）第００８４３２号 ガラリト熊本　検索

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●

大窪３丁目売地
1,612　万円
化血研バス停歩８分●
地３５５.３５㎡（１０７.４９坪）●
唖宅地茜準工/一中娃６０％阿１５０％/２００％●
東南角地　日当り良し　！●
広 １々０７坪　高平台小・京陵中校区●

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●

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●

清水岩倉１丁目売地
1,280　万円
清水ヶ丘バス停歩３分●
地４４２.１８㎡（１３３.７５坪）●
唖宅地茜一中娃４０％阿８０％●
南側道路　日当たり良し　！●
高台で眺望良し　清水小・中校区●

山鹿市山鹿売地
650　万円

山鹿市役所前バス停歩３分●
地４１３.２２㎡（１２４.９９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
鹿本総合庁舎裏　山鹿市役所約４００ｍ●
山鹿中央病院約５８０ｍ　山鹿小・中校区●

中古住宅専門店　ガラリト　by　meiwa

城南町隈庄売家
2,300　万円
火の君文化センター前バス停歩１１分●
地５７８.３７㎡（１７４.９５坪）６ＬＤＫ＋納戸●
建１９９.００㎡（６０.１９坪）Ｈ１８年６月築●
広 １々９９㎡　！　姶３台可●
静かな環境♪　隈庄小・下益城城南中校区●

緯０９６（３８４）５４００渥㈱エステートジャパン

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●

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●

熊本県知事（１０）第１９８０号

大牟田市手鎌売地
1,000　万円
手鎌バス停歩１分●
地６８６.１０㎡（２０７.５４坪）分筆可●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
アパート用地適　西側・東側公道●
建築条件無　手鎌小・甘木中●

御船町滝尾売地
180　万円

玉虫バス停歩３分●
地２４２㎡（７３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
田舎住い向き●
別途山林２１４㎡付（無償）●

御船町御船売地
800　万円

城山公園入口バス停歩１０分●
地３１９㎡（９６坪）●
唖宅地茜近商●
娃８０％阿２００％●
古家（建１３０㎡）有●

御船町高木売地
1,315　万円
下高野バス停歩１０分●
地８７２㎡（２６３坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
要農転許可　高台　日当良●
分筆可●

御船町東禅寺売家
880　万円

東禅寺バス停歩３分●
地２３８㎡（７２坪）姶３台ＯＫ●
建９８.２１㎡（２９坪）Ｓ３１年１月築●
南向で日当り良　省エネ給湯器●
Ｈ１０年３月大幅改築有●

御船町滝尾売家
900　万円

玉虫バス停歩３分●
地１,３２１㎡（３９９坪）●
建２１７㎡（６５坪）築年月不詳●
閑静地、作業所にも向●
古民家他多用途に　建築約５０年●

火の国不動産 緯０９６（２８２）０２２５渥熊本県知事（１１）第１５８９号

西区上熊本１丁目売地
1,100　万円
県立体育館前バス停歩２分●
地１０６.１１㎡（３２.１坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建物解体渡し　３.３㎡（坪）３４.２万円●
４ｍ道路・間口１４m●

東区小山６丁目売地
1,116　万円
小山木倉バス停歩２分●
地２３０.４１㎡（６９.７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
３.３㎡（坪）１６.０万円●
４m道路・間口１３.５m●

中央区坪井４丁目売地
1,761　万円
浄行寺バス停歩４分●
地１９４.０５㎡（５８.７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）３０.０万円●
４m道路・間口５.５m●

中央区坪井５丁目売地
900　万円

浄行寺バス停歩７分●
地２１７.８５㎡（６５.９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）１３.６５万円●
２.７m道路・間口８.２m●

北区龍田陳内３丁目売地
1,500　万円
建山入口バス停歩４分●
地２６８.７６㎡（８１.３坪）●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
３.３㎡（坪）１８.５万円●

東区保田窪４丁目売地
1,200　万円
鉄工団地入口バス停歩８分●
地１７７.１９㎡（５３.６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
３.３㎡（坪）２２.３万円●

㈲手塚プランニング 緯０９６（３４５）６４４６渥熊本県知事（７）第２９３２号

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

売買
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

宇土市栗崎町売家
1,480　万円
入地町バス停歩５分　生活利便良●
地３９３.７９㎡（１１９.１２坪）軽量鉄骨造２階建●
建９３.８７㎡（２８.３９坪）Ｈ６年１月築●
セキスイハイムの家　４ＤＫ＋ＣＬルーム●
カーポート付姶４台可　宇土小・鶴城中校区●

錆０１２０（６４）６６９４渥

国土交通大臣（１）第８５０７号

株式会社　コスモピア

池田３丁目分譲宅地
1,360　～1,510　万

円
万
円

徳王バス停歩５分　●
地１９５.５４㎡（５９.１５坪）～２９３.６０㎡（８８.８１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
販売２区画　セブンイレブン約４５０ｍ●
ＡＰタウン約８００ｍ　高平台小・京陵中校区●

緯０９６（２３４）６４４５握
熊本県知事（８）第２８２５号

㈱南栄開発

建築条件なし

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

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●

菊池市泗水町豊水売地
1,050　万円
孔子公園バス停歩１分●
地２９０.２０㎡（８７.７８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物（倉庫）有　泗水町中心街●
住宅用地適　日当良好●

菊池市泗水町豊水売家
2,698　万円
孔子公園バス停歩１分●
地４７３.２４㎡（１４３.１５坪）１２ＤＫ＋納戸●
建２７１.１９㎡（８２.０３坪）Ｈ５年３月築●
店舗としても利用可能　木造２階建●
Ｈ１３年５月増改築済　日当良好●


