
宇土市一里木町売地
640　万円

宇土市保健センター前バス停歩３分●
地１５３.８１㎡（４６.５２坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
コンビニ・スーパー近隣で買物便利●
北東約６.６ｍ公道　宇土小・鶴城中●

山鹿市宗方通売地
4,050　万円
宗方バス停歩１分●
地１,３４２.００㎡（４０５.９５坪）更地●
唖田茜一中娃６０％阿２００％●
三方角地　東側約１０ｍ公道●
山鹿小・山鹿中校区●

山鹿市大橋通売地
5,200　万円
宗方バス停歩１分●
地１,４７３.００㎡（４４５.５８坪）更地●
唖雑種地・宅地茜近商娃８０％阿２００％●
三方角地　北側約１５ｍ・西側約１０ｍ公道●
敷地内水路有　山鹿小・山鹿中校区●

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●

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

山室３丁目売医院兼住宅

5,775　万円
山室バス停歩３分　国道３号線沿●
地７５３.２９㎡（２２７.８７坪）ＲＣ４階建●
建①７８０.２４㎡（２３６.０２坪）Ｓ５５年９月築●
建②８５.８６㎡（２５.９７坪）Ｓ４４年１月築●
②店舗兼住宅　木造２階建　賃貸中●

建築条件無し
土 地 特 集

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

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　造成渡し●

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　造成渡し●
隈府小・菊池南中校区●

菊池市泗水町福本売地
950　万円

泗水バス停歩１０分●
地３１７㎡（９５.８９坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　平屋も建築可●
子育てに優しい閑静な住環境●

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

阿蘇市黒川売地
430　万円

ＪＲ阿蘇駅歩５分●
地３６２㎡（１０９.５坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
眺望良好　駅近で便利●
上下水道共前面道路まで有（要引込）●

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）●
建８０.３１㎡（２４.２９坪）Ｓ５８年１月築●
閑静な住宅街　日当良好●
合志南小８４０ｍ・合志中校区●

緯０９６（２３３）１２３７渥
熊本県知事（３）第４３８５号

有限会社　大輝不動産

松橋町浦川内売地
150　万円

南田バス停歩２０分●
地２０４㎡（６１.７１坪）●
唖雑種地茜工業娃６０％阿２００％●
南面道路上水道有　建築条件無●
当尾小まで５６０ｍ●

松橋町南豊崎売地
1,600　万円
豊川小入口バス停歩２分●
地１,１１５.８３㎡（３３７.５４坪）●
唖宅地・畑茜区域外　建築可●
建築条件無　豊川小まで２４０ｍ●
県道八代鏡線沿い●

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●

合志市須屋売地
750　万円

三ツ石駅歩２分●
地１６４.６６㎡（４９.８坪）●
唖宅地茜一住●
娃６０％阿２００％　古家有り●
合志東小学校区●

緯０９６（３４５）０２７１渥

熊本県知事（９）第２４８２号

清水不動産商事

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

大江６丁目売一棟アパート

1億4,000　万円
味噌天神電停歩５分●
地３６３.６７㎡（１１０.０１坪）●
建６７５.２㎡（２０４.２４坪）Ｈ６年１０月築●
鉄骨造４階建　１Ｋ×２８戸　賃貸中●
表面利回り８.８％可●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥

熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ 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●

宇土市新町３丁目売地
570　万円

本町２丁目バス停歩２分●
地１７２.９７㎡（５２.３２坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
北西６ｍ公道　上下水道●
現況更地●

不知火町御領売家
1,800　万円
ＪＲ松橋駅歩４分●
地３１８.２７㎡（９６.２７坪）●
建１９９.９４㎡（６０.４８坪）Ｓ６２年９月築●
５ＬＤＫ　東４ｍ公道●
駐車２台●

緯０９６（２７６）６９４４渥
熊本県知事（１４）第４３７号

㈱フィットリアルティ

甲佐町府領売家
1,200　万円
北原バス停歩４分　姶４台●
地２２４.７５㎡（６７.９８坪）木造２階建●
建８０.３２㎡（２４.２９坪）Ｈ２２年９月築●
H２９年５月リフォーム済●
ナビ検索/甲佐町府領９０３‐３●

緯０９６（２１３）０８００渥
熊本県知事（２）第４６４５号

財形住宅㈱

オープンハウス
８/５土１３：００～１８：００
８/６日１１：００～１６：００

菊池市野間口売家
1,380　　握万

円
野間口バス停歩３分●
地２６３.９２㎡（７９.８３坪）●
建１０８.８７㎡（３２.９３坪）Ｓ４９年４月築●
Ｈ２９年５月全面リフォーム済●
姶３台可　４ＬＤＫ　隈府小校区●

菊池市大琳寺売家
1,580　　渥万

円
大琳寺バス停歩５分●
地１９７.２９㎡（５９.６８坪）●
建１２５.０４㎡（３７.８２坪）Ｈ８年３月築●
木造セメント瓦葺２階建　５ＬＤＫ●
隈府小・菊池南中校区　日当良●

緯０９６（３３１）７６６７
熊本県知事（４）第４１９８号

㈲エステート仁

大津町室売家
1,380　万円
新入口バス停歩７分●
地２０３.３５㎡（６１.５１坪）●
建１０３.５１㎡（３１.３１坪）Ｈ５年７月築●
イオン大津店５４０ｍ●

菊陽町新山３丁目売家
2,880　万円
東新山バス停歩５分●
地２８７.０５㎡（８６.８３坪）●
建１６８.７５㎡（５１.０４坪）●
Ｈ１２年６月築　太陽光発電付●
東南角地の６ＬＤＫ＋納戸●

緯０９６（２３２）０５９１渥
熊本県知事（７）第３０６６号

永江開発㈱

菊池市大琳寺売家
1,680　万円
北宮バス停歩２分　菊池ニュータウン●
地２０５.１０㎡（６２.０４坪）木造２階建●
建１２８.７６㎡（３８.９４坪）Ｈ３年３月築●
Ｈ１５年４月内外装全面悪・増築済●
５ＬＤＫ　程度良　姶３台可　家庭菜園可●

緯０９６（２７４）５５２５渥
熊本県知事（５）第３６９４号

㈲向日葵リハウス
ヒ マ ワ リ

Ｈ２７年１０月屋根瓦・外壁・外溝
吹付塗装済　オール電化・食洗機 南区城南町今吉野売地

580　万円
杉上今バス停歩７分●
地３２０㎡（９６.８坪）●
唖山林茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発地域●
杉上小学校区●

宇土市上網田町売家
1,200　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

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

八代市竹原町分譲宅地
Ａ814.28　Ｃ807.29　万

円
万
円

労災病院前バス停歩６分（４５０ｍ）●
地Ａ２７４.６８㎡（８３.０９坪）３.３㎡（坪）９.８万円●
　Ｃ２４２.６３㎡（７３.３９坪）３.３㎡（坪）１１万円
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％　販売２区画●
太田郷小学校１,２００ｍ　八代第二中学校９００ｍ●

有限会社　進栄商事 緯０９６５（３２）３２４２握熊本県知事（１４）第５２０号
八代市松江本町２‐５３　進栄ビル１F ［進栄商事　八代］で検索

division５‐竹原‐
全
３
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宅
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分
譲

空地・空家募集
◎査定無料・秘密厳守◎
お気軽にご相談下さい
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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。

福岡県太宰府市朱雀売店舗
8,800　万円
西鉄バス　筑陽学園前バス停歩１分●
地５１４.２０㎡　建３２４.５３㎡●
Ｈ２１年１１月築　焼肉店盛業中!!●
国道３号線面す　！　設備譲渡応相談 ！●
視認性大!!三方接道!!駐車多数有　！●

緯０９２（７７１）１０００渥

国土交通大臣（２）第７９１２号

㈱三好不動産

売買
小川町北小野売家

1,298　　万円
（
税
込
）三軒屋バス停歩６分　３ＬＤＫ●

地２１１.３０㎡（６３.９１坪）姶４台可●
建９４.３９㎡（２８.５５坪）Ｓ５６年３月築●
Ｈ２９年７月全面悪済　水回り新品●
耐震基準適合物件　仲介料不要●

錆０１２０（９８１）６６３握

国土交通大臣（２）第８２６７号

㈱川﨑不動産 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事業用

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　!

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●

緯０９６８（３６）９２０１渥
熊本県知事（１）第５０６２号

㈲ワールド不動産

菊池市泗水町永売家
750　万円

高江バス停歩５０分●
地９４.３９㎡（２８.５５坪）４ＬＤＫ●
建２００.３４㎡（６０.６０坪）Ｈ８年４月築●
泗水東小・泗水中校区　閑静な住宅街●
姶２台　南向き●

緯０９６（２７９）２９５９㈲エステート西原

西原村小森売地
493.13　　握万

円
西原村役場入口バス停歩３分●
地２２３.３１㎡（６７.５５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
幅員５ｍ道路　全２２区画●
西原ニュータウンⅡ●

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●

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●

www.estate-nishihara.com/熊本県知事（４）第４１１０号
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大津町大津売家

1,650　　渥万円
町営住宅前バス停歩５分●
地３２３.４３㎡（９７.８３坪）木造２階建●
建１１４.６１㎡（３４.６６坪）Ｓ５７年４月築●
４ＤＫ　大津小・大津中校区●
テラス・カーポート付●

西区春日１丁目売マンション

5,800　　渥万円
熊本駅・森都心プラザ前バス停歩１分●
挨１００.４９㎡（３０.３９坪）Ｈ２４年２月築●
哀愛２９,３００円　ＲＣ３５階建２３Ｆ●
ＪＲ熊本駅歩２分　３ＬＤＫ　姶８,０００円●
東南角部屋　眺望良好　ペット可（条件付）●

泗水町吉富新築一戸建

1,810　　渥万円
冨の原バス停歩５分●
地１５０.２６㎡（４５.４５坪）姶２台●
建９２.７４㎡（２８.０５坪）３LDK●
木造２階建　Ｈ２９年５月築●
泗水小・泗水中校区●

南区八幡８丁目売家

2,450　　握万円
ＪＲ川尻駅歩９分●
地１７６.９４㎡（５３.５２坪）●
建９６.８６㎡（２９.３０坪）Ｈ１７年４月築●
４ＬＤＫ　木造２階建●
即入居可　JR駅近物件●

川尻小・城南中校区
南区富合町清藤売家

2,590　　渥万円
ＪＲ富合駅歩３分●
地２１８.８７㎡（６６.２０坪）木造２階建●
建９６.６７㎡（２９.２４坪）Ｈ２５年１１月築●
３ＬＤＫ　富合小・富合中校区●
西側約５m道路に接面●

即入居可　ソーラーパネル

築築浅浅

東区佐土原３丁目売地

1,300　　渥万
円

佐土原バス停歩７分　角地●
地１４９.０４㎡（４５.０８坪）更地●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
西側約５.９m公道に間口約１０ｍ接面●
南側約５m公道に間口約１５ｍ●

※全ての物件においてドローンによる
空撮をご覧頂けます

東区江津１丁目売家

4,280　　渥万円
大曲バス停歩１分●
地２９５.４５㎡（８９.３７坪）●
建１５５.９㎡（４７.１５坪）Ｈ１４年５月築●
５ＬＤＫ　木造２階建●
西側４ｍ道路に接面●

東区東野１丁目売地

2,550　　渥万円
秋津新町バス停歩５分●
地２８７.３１㎡（８６.９１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北東角地　分筆相談可●
秋津小・東野中校区●

松橋町両仲間売地

600　　渥万
円

ＪＲ小川駅歩３０分●
地３９７.６㎡（１２０.２７坪）更地●
唖宅地茜無指定　豊福小・松橋中●
実測売買　面積増減可能性有　建築可●
分筆相談可　北側約２ｍ公道東側５ｍ公道●

中央区京町２丁目売地

4,950　　渥万
円

裁判所前バス停歩３分●
地３２９.９１㎡（９９.７９坪）建物有●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
西側８ｍ公道接面１０.２ｍ●
アパートや事務所の併設にもオススメ●

西区田崎本町売地

1,000　　渥万
円

田崎橋バス停歩４分●
地１３３㎡（４０.２３坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
全２区画　北東角地●
白坪小・花陵中校区●

西区花園６丁目売アパート

2,700　　渥万
円

花園校前バス停歩４分●
地９２９.００㎡（２８１.０２坪）木造２階建●
建１９４.９４㎡（５８.９６坪）Ｈ１５年８月築●
南西４ｍ道路接面　花園小・井芹中校区●
現在満室　年収２６６.４万可●

東区長嶺南１丁目売アパート

3,250　　渥万
円

南原バス停歩４分●
地２００.１５㎡（６０.５４坪）木造２階建●
建１５５.５２㎡（４７.０４坪）Ｓ５４年８月築●
全８部屋　現在満室　姶３台●
Ｈ２８年９月内外装全面リフォーム済●

東区戸島西１丁目新築一戸建

2,390　　渥万
円

池尻バス停歩４分●
地１５１.９６㎡（４５.９６坪）４ＬＤＫ●
建９０.７２㎡（２７.４４坪）Ｈ２９年３月築●
木造２階建　オール電化　姶２台●
長嶺小・長嶺中校区●

ドラッグストアモリ戸島店２００m
マックスバリュ新戸島店５００m

全１１区画の分譲地内

長期優良住宅

オープンルーム７/２９土３０日１０：００～１７：００
中央区渡鹿５丁目売マンション

1,750　　握万
円

渡鹿バス停歩５分　３ＬＤＫ●
挨８９.０５㎡（２６.９３坪）Ｓ６２年９月築●
哀愛１７,７００円　ＲＣ６階建６Ｆ●
最上階　南西角部屋　眺望良好●
玄関ポーチがあり便利です●

リビンリビンググ キッチキッチンン 眺眺望望

画図小・出水南中校区
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中央区坪井６丁目売地

1,740　　渥万円
電鉄坪井川公園駅歩２分●
地２４０.０５㎡（７２.６１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
日当良好　建築条件無●
黒髪小、桜山中・竜南中校区●

東区秋津２丁目新築セットプラン

2,750　　握万円
中無田バス停歩４分●
地１４３.８８㎡（４３.５２坪）１,０００万円●
建９２.３２㎡（２７.９２坪）１,７５０万円●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
土地のみ販売可　南西角地●

北区龍田１丁目売家

1,390　　渥万円
上立田バス停歩６分●
地１９５.２５㎡（５９.０６坪）木造２階建●
建１０１.９７㎡（３０.８４坪）H６年１２月築●
３LDK（４LDK可）龍田小・龍田中●
東バイパス・光の森へのアクセス良好●

緯０９６（３３８）５９３６渥シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

龍田弓削１丁目売地
1,165　万円
ＪＲ武蔵塚駅歩９分・高速武蔵ヶ丘バス停歩７分●
地２２８.８㎡（６９.２１坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件付　北西４ｍ道路●
龍田小・龍田中校区　上下水道完備●

三角町戸馳売別荘地
287　万円

黒崎バス停歩１８分●
地４１３㎡（１２４.９３坪）更地●
唖田茜区域外娃７０％阿２００％●
町営水道完備　建築条件付●
釣り場まで３０ｍ　要農転許可●

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●

熊本市中央区本山売地
1,029　万円
九州中央リハビリテーション学院前バス停歩４分●
地１２１.５０㎡（３６.７５坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
古家有　向山小・江南中校区●
現況渡し　住宅・店舗可●

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

不動産のことならお任せ下さい。

中古住宅 大募集!!
無料査定・売却・買取致します

菊池市稗方売家
1,650　　渥万円
一寸榎バス停歩２分●
地１,２４９.８８㎡（３７８.０８坪）●
建１１３.４５㎡（３４.３２坪）Ｈ１８年１０月築●
隈府小３.６㎞　菊池南中３.６㎞●
４ＬＤＫ　木造２階建　Ｈ２５年８月リフォーム済●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

植木町有泉売地
375　　握万

円
小野泉水公園バス停歩１２分●
地４９５.８８㎡（１５０坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
山東小（４００ｍ）・五霊中校区●
植木温泉星の湯まで４００m●


