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㈱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/

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西区中島町売地
450　万円

中島町バス停歩５分●
地２０９.５５㎡（６３.３８坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
上水道・下水道宅内有　集落内開発●
中島町小・保育園２５０ｍ・城西中１２００ｍ●

西区中島町売地
490　万円

中島町バス停歩５分●
地２９６.９５㎡（８９.８２坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
上水道・下水道宅内有　集落内開発●
中島町小・保育園２５０ｍ・城西中１２００ｍ●

緯０９６（２７５）２３１１握
熊本県知事（７）第３３１７号

モーク不動産㈲

八代市本町売地
1,500　万円
本町緑地公園バス停歩５分●
地５２３.３３㎡（１５８.３０坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿５００％●
建物有（賃貸中）　解体更地渡し●
北西４ｍ公道●

御幸笛田３丁目売地
1,600　万円
御幸病院バス停歩３分●
地２１４.０７㎡（６４.７５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体更地渡し●
東側約４ｍ公道　御幸小・託麻中●

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

花立２丁目売医院付住居

5,498.4　万円
桜木小学校西バス停歩２分●
地６０５.９０㎡（１８３.２８坪）P有●
建７６８.１５㎡（２３２.３６坪）S５１年６月築●
西側１６ｍ公道・東側６ｍ公道●
RC４階建　桜木小・桜木中校区●

合志市須屋貸アパート
月額2.6　万円
鈴ヶ原バス停歩２分●
挨２４㎡（７坪）　穐１ヶ月●
S６１年２月築　２階建１F●
１K（６畳＋４畳）　Ⓟ３,０００円●
新地団地隣接　トイレ・フロ別●

楠野町貸家
月額6　万円

古閑小屋バス停歩１２分●
建９９㎡（２９.９４坪）●
Ｓ５６年３月築　姶１台込●
穐２ヶ月　木造瓦葺２階建●
５ＤＫ　南向き　庭付●

緯０９６（２８８）２２４５渥
熊本県知事（３）第４４８６号

飛翔不動産

合志市栄売地
580　万円

辻久保バス停歩１７分●
地２２３.５１㎡（６７.６１坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
栄団地内●
開発許可済●

緯０９６８（２３）８０１５渥

熊本県知事（６）第３６７９号

㈲川口開発

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

清水亀井町売店舗
1,680　万円
亀井橋バス停歩４分●
地１６１.４６㎡（４８.８４坪）木造２階建●
建７３.７７㎡（２２.３坪）Ｈ１８年１２月築●
現在美容院営業中●
什器・設備一式付●

緯０９６（３４５）０２７１渥

熊本県知事（９）第２４８２号

清水不動産商事

高森町色見売地
284　万円

前原田楽前バス停歩２０分●
地６２７.００㎡（１８９.６６坪）更地●
唖山林茜無指定娃３０％阿６０％●
自然豊かな四季が感じられる別荘地●
木立の緑と水に溢れた環境です●

渡鹿４丁目売地
1,850　万円
渡鹿４丁目バス停歩４分●
地１９６.６１㎡（５９.４７坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南西道路の角地で日当り良好●
利便性の良い土地です●

緯０９６（３４６）８１８１渥
熊本県知事（１）第５０８６号

㈱YPLAN

東区秋津２丁目新築一戸建
1,999　万円
中無田バス停歩１分　即引渡し可●
地１５３.４７㎡（４６.４２坪）木造２階建●
建１０２.０６㎡（３０.８７坪）Ｈ２９年７月築●
４ＬＤＫ　姶２台　秋津小・東野中校区●
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
９/２土３日１１：００～１７：００ 梶尾町売家

3,380　万円
梶尾温泉バス停歩５分●
地２６９.８９㎡（８１.６４坪）木造２階建●
建１１９.２３㎡（３６.０６坪）Ｈ２３年３月築●
ミサワホーム施工　蔵のある家●
姶並列３台　長期優良住宅●

緯０９６（３７５）７１３１渥
熊本県知事（１）第４９５３号

㈱たたら不動産

オープンハウス
９/２土３日１０：００～１７：００

熊本市北区梶尾町１３５５‐１２ナビ

北区梶尾町売家
1,480　万円
鶴の原温泉バス停歩１分　３ＬＤＫ●
地１９７.９９㎡（５９.８６坪）木造２階建●
建９３.５６㎡（２８.３坪）Ｓ５５年２月築●
Ｈ２９年９月上旬内外装リフォーム完了予定●
（駐車場増設工事のみ未完了）　温泉権付き●

北区飛田１丁目売家
1,750　万円
飛田１丁目バス停歩６分●
地２２１.３３㎡（６６.９５坪）木造２階建●
建１４７.４１㎡（４４.５９坪）Ｓ６３年１月築●
４ＬＤＫ+納戸　駐車場有●
新規建設の家　広々とした和の邸宅●

㈱クラブハウスエステート 緯０９６（３７１）８４７８渥熊本県知事（１）第５０４１号
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水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

八代市古閑中町新築一戸建
2,299　万円
保育園前バス停歩７分●
地１８８.１４㎡（５６.９１坪）木造２階建●
建１１２.５８㎡（３４.０５坪）Ｈ２９年９月完予●
姶並列３台　八千把小・第四中校区●
ナビ検索/八代市古閑中町９５８‐４●

熊本総合不動産㈱ 緯０９６（３３６）８７７１渥熊本県知事（１）第５１２５号

２ヶ所同時オープンハウス９/２土３日・９/９土１０日１０～１８時八代市沖町新築一戸建
2,299　万円
イオン八代ショッピングセンターバス停歩１分●
地２０２.１８㎡（６１.１５坪）木造２階建●
建１０６.１１㎡（３２.０９坪）Ｈ２９年６月築●
P並列４台　松高小・第一中校区●
ナビ検索/八代市沖町４３４２●

制
震
・
耐
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家
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Ｅ

東区新外１丁目売地
1,764.4　万円
新外中通バス停歩３分●
地３００.２６㎡（９０.８２坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
西側４ｍ道路、建築条件なし●
山ノ内小、錦ヶ丘中校区●

緯０９６（３８１）８９５５渥

熊本県知事（１０）第２０４８号

新外不動産

南区出仲間７丁目売地
2,400　万円
田迎小学校前バス停歩５分●
地２４８.１９㎡（７５.０７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
古家有　解体渡し●
北側６ｍ・東側４ｍ公道　角地●

緯０９６（３８２）８９００渥

熊本県知事（８）第２６２０号

㈲荒牧工務店

大江５丁目売地
5,400　万円
味噌天神電停歩３分●
地２６３.７６㎡（７９.７９坪）角地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
古アパート有・現在一世帯入居中●
現況渡し　大江小・白川中校区●

緯０９６（３６４）２８２０渥

熊本県知事（１５）第１０９号

日田不動産商会

中央区八王寺町売家
1,680　万円
食糧事務所前バス停歩４分●
地３３０.７５㎡（１００坪）木造平屋建●
建７６.１７㎡（２３.０４坪）Ｓ４３年１１月築●
３ＬＤＫ＋広エン　増改築有（年月不詳）●
白山小・出水中校区　利便性良し●

緯０９６（３７９）３２８２渥

熊本県知事（１３）第８７９号

㈲北川不動産　八王寺支店

中央区黒髪４丁目売家
4,500　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㈱

東区西原２丁目売地
1,980　　握万

円
託麻団地入口バス停歩４分●
地２９５.９６㎡（８９.５３坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅地●

東区西原２丁目売家
1,800　　渥万

円
鉄工団地入口バス停歩３分●
地３００.８８㎡（９１.０１坪）●
建１０３㎡（３１坪）●
Ｓ４３年３月築●
前面道路１０.３７m●

緯０９６（３８２）４５５８
熊本県知事（９）第２５１２号

㈲水戸不動産

東区京塚本町売地
1,500　万円
工業高校北門前バス停歩５分●
地１４１.４３㎡（４２.７８坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
西側６ｍ公道に接する　尾ノ上小・錦ヶ丘中校区●
現況古家あり　Ｈ２９年９月下旬より解体予定●

菊陽町津久礼売地
2,100　万円
津久礼バス停歩４分●
地２３８㎡（７１.９９坪）北西角地　６ｍ道路●
唖畑茜工業娃６０％阿２００％●
地積は、仮換地の地積です　菊陽中部小校区●
菊陽バイパスまで約１２０ｍ　交通アクセス良●

東区渡鹿８丁目売家
1,600　万円
小磧橋バス停歩６分●
地２０２.１３㎡（６１.１４坪）●
建８５.３３㎡（２５.８１坪）木造Ｓ５６年４月築●
３ＤＫ平家建　駐車場無し●
現況居住中　内覧ご希望はご連絡下さい●

緯０９６（３８５）７６６６渥㈱熊本県不動産管理センター熊本県知事（９）第２３５１号

天草市五和町御領売家
1,800　万円
御領中央バス停歩２分●
地２８２.００㎡（８５.３０坪）木造平家建●
建１３７.６３㎡（４１.６３坪）Ｈ２３年５月築●
３ＬＤＫ＋広縁・サンルーム●
姶４台可　カーポート付●

緯０９６（３８１）３２０５渥エヌケイ企画熊本県知事（３）第４３２５号

オール電化　バリアフリー住宅

全室エアコン・家具・家電製品付

菊陽町辛川売家
1,840　万円
井口バス停歩３分●
地６２８.２８㎡（１９０.０５坪）姶３台●
建１７６.０１㎡（５３.２４坪）H８年1月築●
広々5LDK　木造瓦葺平家建●
菊陽南小・菊陽中校区●

益城町古閑売家
1,680　万円
東稜高校入口バス停歩５分●
地１７１.８９㎡（５１.９９坪）木造２階建●
建１０５.９９㎡（３２.０６坪）Ｈ８年２月築●
４ＬＤＫ　空家　P２台可●
広安西小・益城中校区●

植木町一木売地
620　万円

五霊中学校前バス停歩３分●
地２０３.５２㎡（６１.５６坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
建築条件無●
植木小・五霊中校区●

榎町売地
1,180　万円
榎団地西口バス停歩７分●
地１９３.２６㎡（５８.４６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　更地●
東町小・東町中校区●

御領２丁目売地
1,400　万円
東八反田バス停歩５分●
地２０１.３４㎡（６０.９０坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　角地●
託麻西小・東部中校区●

E‐Life不動産㈱熊本県知事（２）第４６８２号
中央区帯山６‐７‐６７

オープンハウス
９/２土３日１２：００～１６：００

Ⓟ３台

緯０９６（２８４）１８９９渥
http：//www.e‐life‐e.jp

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

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●
９/２土３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）

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●

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●

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●

黒髪２丁目売１棟マンション

6,000　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１１.２％可●
近隣商業地域●

打越町売地
1,580　　渥万

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　　渥万

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　　渥万

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　　渥万

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

打越町売地
780　　渥万

円
打越バス停歩２分●
地３５７.０１㎡（１０７.９９坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
日当良好　南面道路　打越駅歩５分●

建築条件無　高平台小・京陵中校区

池田４丁目売家
2,280　　渥万

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

楠野町売家
1,080　　渥万

円
古閑小屋バス停歩３分●
地１５２.０８㎡（４６坪）木造２階建●
建８６.９４㎡（２６.２９坪）Ｈ１年１２月築●
３ＬＤＫ　姶２台　西側４ｍ公道●
閑静な住宅街　川上小・北部中

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン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等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等テナント用地等ををををををををををををををををををををを
探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすす探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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。。

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

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

四方寄町売地
4,180　　渥万

円
南原バス停歩６分　建築条件無●
地９５５㎡（２８８.８８坪）更地●
唖畑茜準住娃６０％阿２００％●
住宅・アパート・事務所用地適●
北バイパス２４０ｍ　利便性良好

池田２丁目売家
3,680　　渥万

円
電鉄池田駅歩２分●
地３３０.５６㎡（９９.９９坪）木造２階建●
建１８８.５１㎡（５７.０２坪）Ｈ２０年１２月築●
カーポート・バイクガレージ付●

６ＬＤＫ＋納戸・ＷＩＣ　オール電化

四方寄町売地
1,150　　握万

円
南原バス停歩５分　残１区画●
地１８４.２７㎡（５５.７４坪）更地●
茜宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　仲介手数料不要●

国道３号線・北バイパスアクセス良好
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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！！

人吉市鬼木町貸マンション
月額7.2　万円
人吉ＩＣ前バス停歩２分●
挨５９.５０㎡（１７.９９坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１７年１１月築　ＲＣ３階建２Ｆ●
オートロック　保証金２１.６万円●
姶１台込　保険加入要　買い物便利●

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。

北区池田３丁目売地
990　万円

池田３丁目バス停歩５分●
地１８１.８１㎡（５４.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
古家有　建物解体更地渡し●
肥後銀行池田支店４００ｍ●

南区南高江６丁目売地
930　万円

熊本農業高校前バス停歩４分●
地１７０.８１㎡（５１.６７坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿１６０％●
更地、現状渡し、道路持分有●
南区役所南部出張所３００ｍ●

緯０９６（３８２）０５１４渥
熊本県知事（７）第３１５１号

㈱芙蓉建設
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・広告料等

一切のご負担はありません。
売買・賃貸とも売主・貸主様のエージェント

として業務を行っております。

お陰様で
創業
３０周年売買

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

熊本県知事（２）第４８２２号

㈱優しい住まい

大津町大津売地
1,180　万円
大津北中学校前バス停歩５分●
地２８０.８６㎡（８４.９６坪）●
唖宅地茜二低●
娃５０％阿１００％●
建築条件無●

緯０９６（２７９）３８８９渥

熊本県知事（６）第３４１６号

㈲ライフプランニング

東区三郎２丁目売地
1,430　万円
都市バス三郎バス停歩４分●
地１７３.７２㎡（５２.５５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
古家あり　現況渡し●
尾上小・錦ヶ丘中校区●

緯０９６（３５６）６６８８渥

熊本県知事（７）第３２３０号

㈲献幸

帯山２丁目売マンション
2,180　万円
保田窪本町バス停歩２分●
挨７５.３７㎡　Ｈ２０年６月築●
哀愛１５,１１０円　１５階建１４Ｆ●
高層階で眺望良好！！●
室内設備も充実したお部屋です●
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　熊本東店

中央区出水７丁目分譲宅地
1,611　～1,899　万

円
万
円

画図町バス停歩４分●
地２０４.７４㎡（６１.９３坪）～２１６.５４㎡（６５.５０坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
全６区画　今回販売５区画●
建築条件付　出水南小・中校区●

緯０９６（３６７）６２４４握
国土交通大臣（１）第００８４１８号

コンフォートハウス㈱


