
有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（６）第３４００号

山鹿市石売アパート
2,400　万円
石村温泉バス停歩３分●
地５２４.９８㎡（１５８.８坪）●
建３０１.３０㎡（９１.１４坪）Ｈ２年３月築●
木造２階建　２Ｋ×１０●
現状満室　利回り約１６％可●

山都町長田売地
2,040　万円
中無田バス停歩４分●
地２,２８３㎡（６９０坪）●
唖宅地茜無指定●
自然に囲まれた広々土地●
静かな環境♪　日当り良好！●

宇城市松橋町松橋売地
280　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●

東区戸島西１丁目売家
2,480　万円
長嶺小学校入口バス停歩８分●
地１７５.９１㎡（５３.２１坪）木造２階建●
建１０２.８８㎡（３１.１２坪）Ｓ６２年９月築●
戸島西エリア♪の閑静な住宅街●
長嶺小・長嶺中校区　環境良し●

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●

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●

合志市須屋売地
710　　渥万

円
新地団地バス停歩７分●
地２０１.００㎡（６０.８０坪）●
唖山林茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件付き　現況更地　即引渡し可●
プロパンガス　上水道・下水道●

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

城南町島田売地
550　　渥万

円
明熊バス停歩１９分●
地３３０.５８㎡（１００.００坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
建築条件なし　現況更地　即引渡し可●
プロパンガス　上水道・下水道引込必要●

水前寺４丁目売地
980　　渥万

円
競輪場前バス停歩３分●
地９２.７６㎡（２８.０５坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
建築条件なし　都市ガス　上水道・下水道●
現況更地　即引渡し可●

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。

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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
955　万円

武蔵ヶ丘団地入口バス停歩１１分●
地１９７.５７㎡（５９.７６坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　上下水道完備●
龍田小・龍田中校区●

清水新地３丁目売地
2,227　万円
北門バス停歩２分　城北小・清水中●
地４４６㎡（１３４.９２坪）東南角地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建条付・店舗、事務所用地適●
グリーンコープ３５０ｍ・セブンイレブン８０ｍ●

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　建築条件無●
龍田小・龍田中校区●

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●

合志市須屋売地
900　万円

電鉄須屋駅歩１０分●
地２０５.５０㎡（６２.１６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
更地　３.３㎡（坪）１４.４８万円●
南側６ｍ公道接面１５.８ｍ●

緯０９６５（４５）５１６１渥

熊本県知事（１）第５０７５号

㈱h＆t不動産コンサルタント

益城町福富売地
1,632　万円
福富バス停歩３分●
地４２４.１５㎡（１２８.３０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南道路公道１３ｍ接面●
道路中心後退要●

緯０９６（２１２）９４１６渥

熊本県知事（４）第４２５５号

ウチダ不動産企画

東区西原２丁目売家
1,800　万円
鉄工団地入口バス停歩３分●
地３００.８８㎡（９１.０１坪）●
建１１４.９８㎡（３４.７８坪）●
Ｓ４３年３月築　Ｓ５２年１０月増築●
前面道路１０.３７m●

緯０９６（３８２）４５５８渥

熊本県知事（９）第２５１２号

㈲水戸不動産

東区健軍１丁目売家
2,897　万円
健軍校前電停歩６分●
地２７３.７１㎡（８２.７９坪）●
建１１２.７２㎡（３４.０８坪）Ｓ４７年１０月築●
６Ｋ（和６×３、洋６×３、Ｋ４.５）●
健軍小迄２００ｍ　公園迄６０ｍ●

緯０９６（３８４）２０５７握

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

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％●
前面道路上水道有　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０９６（３４４）６１１０渥㈲サンアイ不動産熊本県知事（７）第３１８０号

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●

菊陽町津久礼売家
2,800　万円
ＪＲ光の森駅歩１２分●
地１６８.４２㎡（５０.９４坪）●
建８４.６６㎡（２５.６０坪）３ＬＤＫ●
ファミリーマート２００m●
ビルトイン車庫１台＋他１台●

太陽光発電付オール電化住宅

○ゆめタウン光の森８００m

Ｈ
　
年
８
月
築

２５

中央区上林町売マンション
1,000　万円
藤崎宮前バス停歩２分●
挨５６.３１㎡（１７.０３坪）２ＬＤＫ●
S５３年１２月築　並木坂通り沿い●
哀愛１９,２００円　ＲＣ１１階建６Ｆ●
Ｈ２３年８月全面リフォーム済●

緯０９６（３４５）６４４６渥㈲手塚プランニング

東区小山６丁目売地
1,046　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）１５.０万円●
４m道路・間口１３.５m●

中央区坪井４丁目売地
1,320　万円
浄行寺バス停歩４分●
地１９９.６１㎡（６０坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）２２万円●
４m道路・間口５.５m●

熊本県知事（７）第２９３２号

東区若葉４丁目新築一戸建
3,180　万円
東野三丁目バス停歩４分　姶３台●
地２００.８６㎡（６０.７６坪）木造２階建●
建１０２.２６㎡（３０.９３坪）Ｈ２９年８月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　若葉小・東野中校区●
追焚機能・複層ガラス等設備充実●

東区長嶺南６丁目新築一戸建
2,680　万円
長嶺小学校前バス停歩５分●
地１４０㎡（４２.３５坪）木造２階建●
建９８.７５㎡（２９.８７坪）Ｈ２９年７月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　長嶺小・長嶺中校区●
追焚機能・複層ガラス等設備充実●

㈱たたら不動産 緯０９６（３７５）７１３１渥熊本県知事（１）第４９５３号

オープンハウス
８/２６土２７日１０：００～１７：００

オープンハウス１０時～１７時
８/２６土２７日・９/２土３日

若葉４丁目２８‐１９カーナビ検索 長嶺南６丁目２４‐５０付近カーナビ検索
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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

榎町売地
920　万円

榎団地西口バス停歩７分●
地１７５.５９㎡（５３.１１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
南側３.９ｍ道路　建物有・解体更地渡し●
東町小・東町中校区●

ベスト・グリーン㈱ 緯０９６（３６４）５０１０渥

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●

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●

八代市高下西町売地
1,700　万円
八代工業高校バス停歩２分●
地１,００９.４８㎡（３０５.３６坪）更地●
唖宅地・雑種地・田●
茜準工娃６０％阿２００％●
西側２０ｍ公道に間口約９ｍ接面●

http://www.best-green.jp
熊本県知事（３）第４３８６号

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●

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　!

西区城山大塘売家
1,200　万円
高橋中間バス停歩６分●
地１２０.４９㎡（３６.４４坪）５ＤＫ●
建７２.８６㎡（２２.０４坪）Ｓ６１年８月築●
木造２階建　東南角地　即入居可●
Ｈ２９年８月外壁塗装済　姶２台可●

緯０９６（３２２）３３３３渥
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

オープンハウス
８/２６土２７日１０：００～１８：００

熊本市西区城山大塘３丁目５‐２０ナビ検索

南区御幸西１丁目売家
3,280　万円
西無田入口バス停歩４分●
地３３０.６４㎡（１００.０１坪）北西角地●
建２２２.００㎡（６７.１５坪）H３年４月築●
Ｈ２９年６月前面悪済　水廻り新品●
広 ７々LDK+納戸　３世帯可●

㈲山口住研熊本県知事(３)第４３２２号 緯０９６（３７５）５５１５握
現地携帯/０９０（４５１８）３１７７

オープンハウス
８/２６土２７日９：３０～１８：３０
P５台

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

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）●

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●

麻生田４丁目売地
2,100　万円
麻生田中央バス停歩２分●
地３４７.００㎡（１０４.９６坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％　古家有●
麻生田小・清水中校区●

西原村河原売地
363.45　　握万

円
門出バス停歩９分　龍神の郷●
地２５５.６４㎡（７７.３３坪）　建築条件無●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
高台　眺望良　河原小・西原中校区●
分筆杭代金１０万円・水道加入金２０万円要●

西原村小森売地
378.08　　握万

円
西原村役場入口バス停歩３分●
地１８３.８３㎡（５５.６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
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●

㈲エステート西原熊本県知事（４）第４１１０号 緯０９６（２７９）２９５９
www.estate-nishihara.com/

桜木４丁目売家
2,150　万円
沼山津神社前バス停歩６分　姶３台●
地２１１.０９㎡（６３.８５坪）木造２階建●
建１０９.２０㎡（３３.０３坪）Ｓ６１年６月築●
H２９年７月リ済　３ＬＤＫ＋納戸　北東角地●
８/２６土２７日１２～１７時オープン●

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）

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●

合志市幾久富売家
1,500　万円
沖野バス停歩５分　４ＬＤＫ●
地２１８.９０㎡（６６.２１坪）木造２階建●
建１３３.５６㎡（４０.４０坪）Ｓ５８年４月築●
閑静な住宅街　生活利便性良●
南ヶ丘小・合志中校区●

坪井１丁目売マンション
160　万円

坪井横町バス停歩３分●
挨１９.５㎡（５.８９坪）●
Ｈ３年３月築　現在空室●
哀愛１６,０００円　ＲＣ８階建６Ｆ●
逢３.７８㎡（１.１４坪）ビブレ坪井●

帯山４丁目売地
1,320　万円
帯山小学校入口バス停歩１分●
地１２４.４７㎡（３７.６５坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％　更地●
西側公道幅員約６.８ｍ●

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。

菊陽町花立１丁目新築一戸建
2,199　万円
花立バス停歩１分　姶並列３台可●
地１７９.３９㎡（５４.２６坪）木造２階建●
建１０２.８７㎡（３１.１１坪）Ｈ２９年８月築●
４ＬＤＫ＋納戸×２　武蔵ヶ丘北小・武蔵ヶ丘中●
ＱＵＩＥの家（ＳＡＦＥ３６５で制震の家）●

緯０９６（２７３）７５４１渥
熊本県知事（１）第５１４１号

㈱マサキ不動産

オープンハウス
８/２６土２７日１１：００～１７：００

緯０９６（３５５）１３００
［コウナンレクセル］で検索㈱コウナン・レクセル　上通り並木坂事務所熊本県知事（７）第３３６１号

『求めています!!　マンション!!』
売主様・貸主様からの仲介手数料・広告料は

一切頂きません!
売買・賃貸とも売主・貸主様のエージェントとして

営業を行います
売買

宇土市高柳町分譲宅地
980　万円

宇土市役所前バス停歩３分●
地１８４.２９㎡（好評につき残り１区画）●
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　２方道路　閑静住宅地●

緯０９６（３２０）３２２３渥
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㈱優しい住まい

御船町辺田見新築一戸建
2,280　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

東区月出２丁目売マンション
1,380　万円
鉄砲塚バス停歩３分●
挨７１.７６㎡（２１.７０坪）３ＬＤＫ●
Ｈ８年７月築　チュリス帯山東●
哀愛１５,１２０円　姶５,０００円　１４階建６Ｆ●
眺望良し　月出小・錦ヶ丘/西原中校区●

緯０９６（３８０）３６３１渥

熊本県知事（２）第４６８８号

未来サポート㈱


