
春日１丁目売マンション
5,600　万円
熊本駅歩２分●
挨１００.４９㎡（３０.３９坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２４年２月築　ザ・熊本タワー●
哀愛２９,３００円　姶１５,２００円（２台）３６階建２０Ｆ●
眺望良好　南東角部屋　春日小・花陵中校区●

中古住宅専門店　ガラリト　　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥国土交通大臣（１）第００８４３２号

米屋町１丁目売マンション
3,350　万円
商工会議所バス停歩１分●
挨１１７.４６㎡（３５.５３坪）４ＬＤＫ●
Ｈ１９年９月築　フローレンス五福グランドアーク●
哀愛１５,７００円　姶６,０００円　１５階建１４Ｆ●
南西角部屋　眺望良し　熊本駅約１,２００ｍ●

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●

京塚本町売地
1,330　万円
京塚バス停歩３分●
地１３９.０６㎡（４２.０６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
九州音楽京塚幼稚園３２０ｍ　環境良し●
静かな整形地　尾ノ上小・錦ヶ丘中校区●

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●

ガラリト熊本　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●

オープンルーム
６/１０土１１日１２：００～１６：００

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区戸島西７丁目売地
1,013　万円
竜穴バス停歩５分　給水・排水有●
地２２３.２７㎡（６７.５４坪）北西角地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
更地　集落内開発指定区域内●
長嶺小・中学校区内　建築条件無し●

緯０９６（３８０）２７００渥

熊本県知事（１０）第１８７０号

二岡観光土地㈲

長嶺南６丁目売家
5,500　万円
長嶺小前バス停歩６分　オール電化●
地３５５.０７㎡（１０７.４坪）姶６台●
建１９９.９６㎡（６０.４坪）H２３年６月築●
鉄骨耐震構造　H２８年１月内装悪済●
７LDK　積水ハウスの家　太陽光発電付●

緯０９６（３８４）５９１５渥

熊本県知事（８）第２６１０号

バイパス不動産

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●

エイブルネットワーク熊本本店　熊本地所㈱熊本県知事（７）第３２２７号 錆０１２０（３４５）７８７
渥緯０９６（３２７）９７７５　

合志市須屋売地
1,080　万円
電鉄黒石駅歩６分●
地２１０.３９㎡（６３.６４坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
南面道路　日当良好　建築条件無●
西合志東小・西合志南中校区●

東区広木町売地
1,245　万円
健軍交番前電停歩１０分●
地１７８.００㎡（５３.８４坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北西角地の住宅街　建築条件無●
実測売買　泉ヶ丘小・湖東中校区●

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

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。

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㎡（７６.０５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●

菊池市泗水住吉売地
425　万円

富の原バス停歩４０分●
地２３２㎡（７０.１８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水東小・泗水中校区　建築条件無し●
閑静なエリア　環境良●

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●

水前寺４丁目売医院
2億8,000　万円
東水前寺バス停歩１分●
地１,３０７.８６㎡（３９５.６２坪）●
建７００.５５㎡（２１１.９１坪）Ｓ４３年１月築●
ＲＣ５階建　病院兼居宅兼宿舎●
別棟有　南側約７ｍ公道●

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●

山室３丁目売地
6,210　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●

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

新大江３丁目売地
1億円

南平バス停歩１分●
地１,０９６.９１㎡（３３１.８１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
古家有●
託麻原小・帯山中校区●

緯０９６（２２３）７１８１
熊本県知事（５）第３７５３号

㈱マスダ不動産開発

土地・建物を売却
したい方ご相談下さい

業者仲介大歓迎　仲介手数料支払います
不動産買取　!

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●

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●
６/１０土１１日１２～１７時オープン●

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●
近隣商業地域●

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渥

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

打越町売地
1,580　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）

八反田２丁目売家
2,250　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●
P３台可　利便性良好・日当良好

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

高平２丁目売地
480　万円

高平団地バス停歩５分●
地１５５.８７㎡（４７.１５坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高平台小・京陵中校区●
日当良好　利便性良好

新町２丁目売マンション

1,200　万円
新町電停歩２分●
挨７４.８７㎡（２２.６４坪）２ＬＤＫ●
Ｓ６３年１０月築　一新小・西山中校区●
哀愛姶１８,１００円　ＳＲＣ１２階建６Ｆ●
新町バス停歩４分　利便性良好

池田４丁目売家
2,280　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

高平３丁目売地
1,480　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　高平台小校区

植木町小野売家
980　万円

寿住宅前バス停歩３分●
地２３０.７０㎡（６９.７８坪）木造２階建●
建１１５.９４㎡（３５.０７坪）Ｓ５９年９月築●
５ＤＫ　南側４.５ｍ公道　閑静住宅街●
日当良好　山東小・五霊中校区

相続・資産売却等で
お考えの方、是非ご相談下さい

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地中古住宅・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地アパート用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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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。。打越町売家

1,180　万円
津浦公民館前バス停歩３分●
地１７８.４２㎡（５３.９７坪）木造２階建●
建１０５.９９㎡（３２.０６坪）Ｓ６３年８月築●
４ＬＤＫ　角地　室内程度良好●
高平台小・京陵中校区　高台

武蔵ヶ丘１丁目売地
2,753.52　万円
武蔵小学校前バス停歩３分●
地２７５.８４㎡（８３.４４坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
６m道路沿い　更地●
武蔵小約２３０ｍ　武蔵中約７００ｍ●

緯０９６（３４０）１６１６渥

熊本県知事（５）第３７０８号

㈲フォーレスト開発

新屋敷２丁目売地
6,480　万円
電鉄藤崎宮前駅歩１７分●
地２０１.６１㎡（６０.９８坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
子飼橋通り沿い　使い方色々●
コンビニ・郵便局・病院近隣●

緯０９２（７３７）２０５５渥

福岡県知事（１）第１８１５６号

不動産売買デベロップメント

宇土市上網田町売家
1,500　万円
網田駅歩１９分●
地８５３.７７㎡（２５８.２６坪）●
建２５４.１７㎡（７６.８８坪）Ｓ６３年８月築●
Ｈ１８年１月増築部分２ＬＤＫ＋５ＤＫ●
増築部分はソーラーサーキットの家●

緯０９６４（２８）４８０９渥

熊本県知事（３）第４３１０号

大沢不動産 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！！

人吉市北泉田町貸マンション
月額7.4　万円
北泉田町バス停歩３分●
挨６１.００㎡（１８.４５坪）姶込●
Ｈ２２年３月築　ＲＣ３階建２Ｆ●
２ＬＤＫ　エアコン付●
保証金２２.２万円　交通買物至便●

売買
菊陽町久保田売地

2,568　万円
農協中央支所入口バス停歩２分●
地４０５.４２㎡（１２２.６４坪）●
唖畑茜一中娃５０％阿１００％●
菊陽中部小・菊陽中●
住宅用地適　東側６.７ｍ公道　日当り良●

緯０９６（３４４）６１１０渥

熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

東区月出３丁目売地
2,730　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

熊本県知事（７）第２９２９号

㈲上田不動産


