
緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

求む　!　土地!!　まずは緯を!!
合志市（上庄・竹迫地区）

菊池市泗水町（吉富・永・桜山地区）
の地域限定募集

即買取もいたします!!

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３台　北東角地●
H２９年６月リフォーム完成予定●

合志市幾久富売家
2,490　万円
ＪＲ光の森駅歩２９分　姶３台●
地２３１.４６㎡（７０.０１坪）木造２階建●
建１２２.５５㎡（３７.０７坪）Ｓ５８年３月築●
Ｈ２９年１月全面リ済　４ＬＤＫ＋納戸●
６/２４土２５日１２～１７時オープン●

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●
６/２４土２５日１２～１７時オープン●

花立２丁目売地
1,580　万円
桜木小学校西バス停歩４分●
地２０１.５９㎡（６０.９８坪）古家有●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
南側約６ｍ公道　現状有姿渡し●
桜木小・桜木中校区●

新屋敷２丁目売地
6,100　万円
大江川鶴バス停歩１分●
地２０１.６１㎡（６０.９８坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
子飼橋通り沿　現況コイン姶●
大江小・白川小、白川中校区●

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●

出仲間１丁目売家
3,300　万円
田迎一里木バス停歩４分　３ＬＤＫ●
地１１５.７３㎡（３５坪）軽量鉄骨造２階建●
建１１３.３０㎡（３４.２７坪）Ｈ２０年１０月築●
セキスイハイムの家　オール電化　床暖房●
シアタールーム・書斎・納戸有●

春日４丁目売家
7,500　万円
熊本駅（新幹線口）歩７分●
地５５７.９２㎡（１６８.７７坪）軽量鉄骨造２階建●
建２５８.０１㎡（７８.０４坪）Ｈ２０年１０月築●
積水ハウスの家　７ＬＤＫ　東南角地●
姶２台（シャッターゲート付カーポート）●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号

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●

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

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

中央区黒髪４丁目売家
5,250　万円
立田自然公園バス停歩１０分●
地８５４㎡（２５８坪）●
建１２０㎡（３６坪）●
南向面　Ｓ４６年４月築●
眺望良好　熊本城望む●

緯０９６（３８８）１１８１渥

熊本県知事（１５）第１５１号

清住土地㈱

東区上南部２丁目売アパート
4,300　万円
王田バス停歩２分　軽量鉄骨造２階建●
地５５３.７２㎡（１６７.５坪）詳細応談可●
建３６６.９４㎡（１１１坪）Ｓ５９年１月築●
Ｈ２８年１０月全面悪済　姶・給湯・シャワー付●
３ＤＫ×８世帯　現在満室　現月収２９万円●

緯０９６（３６６）５５１５渥

熊本県知事（８）第２７８２号

㈲天草不動産商会

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7.7　万円
北泉田町バス停歩２分●
挨６４.７５㎡（１９.５８坪）●
Ｈ１６年９月築　ＲＣ６階建３Ｆ●
２ＬＤＫ　床下収納　姶２台込●
保証金２４万円　保険加入要●

阿蘇市黒川売地
480　万円

ＪＲ阿蘇駅歩５分●
地３３３㎡（１００.７３坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
新しい住宅地の中に有・眺望良好●
上下水管敷地の前面道路まで有●

緯０９６（２３３）１２３７渥

熊本県知事（３）第４３８５号

有限会社　大輝不動産

横手１丁目売地
1,100　万円
西山中学校前バス停歩４分●
地１３５.５３㎡（４０.９９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　建物解体更地渡し●
北側４.５ｍ公道　一新小・西山中校区●

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㈱

江津２丁目売家
1,380　万円
江津郵便局前バス停歩５分●
地１７３.７８㎡（５２.５６坪）Ⓟ縦列２台●
建８９.３１㎡（２７.０１坪）Ｓ５９年１１月築●
木造２階建　４ＤＫ　別棟付属建物有●
画図小・出水南中校区　入居中●

緯０９６（３８４）４４０２渥

熊本県知事（１３）第９１６号

㈲アジアコンサルティング

御船町辺田見新築一戸建
2,380　万円
御船町恐竜博物館前バス停歩７分●
地１９４.９２㎡　建８１.９８㎡●
オール電化（エコ）・全室照明・外構●
ダイレックス御船店まで約２０ｍ●
H２９年３月築　南６m道路　即入居可●

緯０９６（３６０）００３９握

熊本県知事（５）第３７１５号

㈱アサヒエステート

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●

緯０９６（２７３）７７７６渥

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

山ノ神１丁目売家
1,300　万円
山ノ神バス停歩５分●
地１６１.５１㎡（４８.８５坪）木造２階建●
建１０１.９７㎡（３０.８４坪）Ｓ５８年４月築●
Ｈ２９年２月外壁・内装一部リフォーム済●
カーポート付駐車場！日当良好●

イエステーション熊本東店㈱すがコーポレーション国土交通大臣（１）第００９０３３号 錆０１２０（０９４）８８８渥
［すがコーポレーション］で検索

戸島西１丁目売マンション
1,150　万円
池尻バス停歩２分●
挨７５.１３㎡　Ｈ５年３月築●
哀愛１５,４９０円　１１階建１１Ｆ●
Ｈ２９年６月室内リフォーム済！●
最上階のとても眺めの良いお部屋です●

オープンハウス
６/２５日午後１時～午後５時

㈲コンサル熊本県知事（３）第４２６４号 http://f-consul.com/
緯０９６（２３２）８２０８渥

合志市幾久富売家
2,850　万円
南群バス停歩３分　合志南小・合志中●
地２７４.００㎡（８２.８８坪）木造３階建●
建１６６.９６㎡（５０.５０坪）Ｓ６１年５月築●
木の温もりに包まれる６ＬＤＫ●
落ち着きと開放感に溢れた邸宅●

山鹿市山鹿売家
1,580　万円
西上町バス停歩３分　山鹿小・山鹿中●
地１２７.５７㎡（３８.５８坪）木造２階建●
建６９.５５㎡（２１.０３坪）Ｈ２６年１２月築●
２ＬＤＫ　エアコン付　カフェ・サロンに適●
南側公道　八千代座歩７分（５６０ｍ）●

合志市豊岡売家
1,880　万円
すずかけ台バス停歩３分●
地２３０.１９㎡（６９.６３坪）木造２階建●
建１２５.００㎡（３７.８１坪）Ｓ６０年８月築●
４ＬＤＫ　合志南小・合志中校区●
Ｈ２４年１２月全面リフォーム済●

麻生田４丁目売家
2,100　万円
麻生田中央バス停歩２分●
地３４７.００㎡（１０４.９６坪）●
建１２１.１６㎡（３６.６５坪）S５３年２月築●
木造２階建　５DK　空家●
麻生田小・清水中校区●

龍田４丁目売家
2,280　万円
迫の上バス停歩６分　３ＬＤＫ＋納戸●
地２００.０２㎡（６０.５０坪）木造２階建●
建１２７.６８㎡（３８.６２坪）Ｈ１５年１２月築●
オール電化　たつだニュータウン●
プロヴァンス風のお洒落なおうち●

北区龍田４丁目売家
2,480　万円
たつだニュータウン前バス停歩２分●
地２１０.２９㎡（６３.６坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１３４.５２㎡（４０.６９坪）Ｈ１１年１０月築●
鉄骨２階建　大和ハウスの家●
龍田小・龍田中校区　即入居可●

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

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

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

菊池市西寺売店舗付住宅

2,700　万円
一町畑バス停歩４分　Ⓟ３台可●
地３２６.９１㎡（９８.８９坪）２ＬＤＫ＋店舗●
建１０２.６７㎡（３１.０５坪）平成２８年５月築●
店舗（事務所）付住宅　コメリ１４０ｍ●
ダイレックス４６０ｍ　菊ノ池小・菊池南中校区●

オープンハウス６/２４土２５日１１時～１６時

戸島西７丁目売地
1,090　万円
長嶺小入口バス停歩１５分●
地２３２.８７㎡（７０.４４坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度区域●
香りの森歩５分（４００m）●

九品寺１丁目売マンション
150　万円

消防会館前バス停歩２分●
挨１１.１９㎡（３.３８坪）１Ｒ●
Ｈ３年３月築　９階建７Ｆ●
哀愛５,０００円　姶なし●
下通りまで歩１５分（１.２㎞）●

緯０９６（３５２）２０８４渥
熊本県知事（１５）第２４１号

㈱株研

宇土市栗崎町売家
1,480　万円
入地町バス停歩５分●
地３９３.７９㎡（１１９.１２坪）日当良好●
建９３.８７㎡（２８.３９坪）Ｈ６年１月築●
軽量鉄骨造２階建　４Ｋ＋納戸●
セキスイハイム施工　姶４台可● 宇土市栗崎町６８‐３ナビ検索

緯０９６（３６６）８７７１渥熊本総合不動産㈱熊本県知事（１）第５１２５号

オープンハウス６/２４土２５日１０：００～１８：００八代市中片町売家
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●

緯０９６（２８８）９９３４渥熊本県知事（２）第４６８７号

株式会社　Investment 〔インベストメント熊本〕で検索

H２８年６月内外装全面リフォーム済

南西角地・ソーラー 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●

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●
錆０１２０（３４５）７８７

渥緯０９６（３２７）９７７５　
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㈱

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１月築　４DK●
H２９年１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●

西区谷尾崎町売地
988　万円

谷尾崎バス停歩３分●
地２５１㎡（７６坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
整地渡し　全２区画●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥
随時ご案内致します㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号

元三町２丁目分譲宅地
1,059.8　～1,226.6　万

円
万
円

熊農前バス停歩６分●
地２１８.８１㎡～２４５.４９㎡　更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
販売３区画　川尻小・城南中●
建築条件無（住宅に限る）●

長嶺南１丁目売地
1,410　万円
長嶺南１丁目バス停歩２分●
地２２２.１９㎡（６７.２１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
シュロアモール・日赤歩２分（約１２０m）●
月出小・帯山小・託麻西小、西原中●

徳王２丁目売地
2,280　万円
馬々鋏バス停歩５分●
地７５２.８４㎡（２２７.７３坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　ナフコ北熊本店２８０m●
西里小・京陵中校区（北部中可）●

菊鹿町下内田分譲宅地
250　～320　　握万

円
万
円

津袋バス停歩３分●
地２６１.４８～３３１.２３㎡（７９.０９～１００.１９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿４００％●
３.３㎡（坪)３.０１万円～３.８２万円●
菊鹿最南端分譲地 販売４区画●

菊鹿町松尾分譲宅地
320　～350　　握万

円
万
円

横枕バス停歩３分●
地３３８.４６～３８９.２２㎡（１０２.３９～１１７.７４坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿４００％●
３.３㎡（坪)２.９７万円～３.１３万円●
１８号線沿い分譲地 販売２区画●

鹿本町高橋売地
310　　握万

円
高橋バス停歩７分●
地３４８.０２㎡（１０５.２７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿４００％●
３.３㎡（坪）２.９４万円●
公園下分譲地内　販売１区画●

鹿本町御宇田売地
450　　握万

円
水洗バス停歩４分●
地２６０.９８㎡（７８.９４坪）●
唖田茜無指定娃７０％阿４００％●
３.３㎡（坪）５.７万円●
農地法許可必要　販売１区画●

菊鹿町松尾売地
285　　渥万

円
横枕バス停歩１分●
地１,６７５.３３㎡（５０６.７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿４００％●
３.３㎡（坪）５,６２５円●
１９６号線沿い●

㈱富田住建 緯０９６８（４８）２２２０熊本県知事（５）第３９７３号

植木町鐙田売地
580　万円

ＪＲ植木駅歩４分●
地４５５.１８㎡（１３７.６９坪）南面道路●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度指定区域●
建築条件なし　桜井小校区●

植木町鐙田新築一戸建
1,771　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２４４.６８㎡（７４.０１坪）●
建８１.１６㎡（２４.５５坪）Ｈ２９年３月築●
木造平家建　３ＬＤＫ　オール電化●
桜井小・鹿南中校区●

植木町鐙田新築一戸建
1,878　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３８㎡（８９.０４坪）●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
木造平家建　３ＬＤＫ　オール電化●
桜井小・鹿南中校区●

緯０９６（２７２）４５５２握㈲男澤建設熊本県知事（７）第２９６９号

健軍４丁目売地
4,400　万円
湖東町バス停歩２分●
地５８６.７１㎡（１７７.４７坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体更地渡し●
湖東中学近隣　閑静住宅地●

島崎２丁目売地
3,000　万円
日向崎バス停歩５分●
地４９５㎡（１４９.７坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％　更地●
アパート用地適す●

新町４丁目売マンション
1,200　万円
新町バス停・電停歩１分●
挨７４.８７㎡（２２.６坪）●
Ｓ６３年１０月築　即入居可●
哀愛１３,１００円　１２階建６Ｆ●
フラワーマンション新町●

緯０９６（３５６）３５２２渥有限会社　エステートマツイシ熊本県知事（７）第３１０８号
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東区長嶺南８丁目売家
1,890　万円
託麻南バス停歩４分●
地１７５.４７㎡（５３.０７坪）５ＬＤＫ＋納戸●
建１２４.９０㎡（３７.７８坪）Ｈ１年８月築●
角地・環境良し　姶３台可●
託麻南小・長嶺中校区●

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
６/２４土２５日AM１１：００～PM５：００

熊本市東区長嶺南８‐１０‐５ナビ検索

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売買

長洲町宮野売地
452　万円

大野下駅歩４０分 即建築可●
地３３２.２１㎡（１００.４９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
見学会６月２４日土・２５日日●
六栄小・腹栄中校区●

緯０９６（３６９）１６９７渥

熊本県知事（２）第４８１８号

㈱環境開発計画

迎町１丁目売地
2,260　万円
河原町電停歩５分　建築条件付●
地１７２.６７㎡　アパート向き用地!!●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
参考プラン例：１ＬＤＫ×６　建１９７.３０㎡３,９７０万円●
期間満室保証対象！３号線面す２面道路●

緯０９２（４５２）２４３０握

福岡県知事（６）第１２５４８号

トマト建設㈱ 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　!

出仲間８丁目売マンション
2,050　万円
出仲間バス停歩３分●
挨７０.９２㎡　Ｈ１４年１１月築●
哀愛１６,５４０円　１０階建９Ｆ●
９階南向き　！　ペットと暮らせます♪●
ゆめタウンはません歩６分（４３０ｍ）！●

錆０１２０（４９５）３３３渥
〔すがコーポレーション〕で検索

国土交通大臣（１）第００９０３３号

イエステーション熊本中央南店

オープンハウス
６/２５日午後１時～午後５時


