
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

大江６丁目売マンション
2,150　万円
味噌天神前電停歩７分　２ＬＤＫ●
サーパスシティ大江イーストスクエア●
挨６４.８６㎡（１９.６２坪）１１階建１０Ｆ●
哀愛９,０００円　姶７,０００円●
買物・交通便利　大江小・白川中校区●

城南町舞原売家
3,600　万円
今吉野バス停歩１５分●
地４５３.６６㎡（１３７.２３坪）４ＬＤＫ●
建１４１.７６㎡（４２.８８坪）Ｈ２５年１１月築●
築３年!!　南側庭にウッドデッキ　！　姶４台可●
Ｈ２８年１１月リフォーム済　隈庄小・下益城城南中校区●

合志市須屋売家
2,990　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●

河内町岳売家
1,980　万円
椎山バス停歩４分●
地５７８.２４㎡（１７４.９１坪）５ＬＤＫ●
建１４５.５０㎡（４４.０１坪）Ｈ１６年４月築●
姶４台可　３面角地にて日当たり良好　！●
自然に恵まれた環境　芳野小・中校区●

帯山３丁目売地
1,800　万円
帯山団地前バス停歩３分●
地２９６.６９㎡（８９.７４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
広 ８々９坪　！　閑静な住宅地●
帯山小約３４０ｍ　帯山小・中校区●

菊陽町戸次売地
1,050　万円
戸次バス停歩３分●
地６９７.３０㎡（２１０.９３坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
農地転用５条許可必要　自然に恵まれた静かな環境●
分筆可　菊陽南小・菊陽中校区●

大窪３丁目売地
1,500　万円
化血研バス停歩８分●
地３５５.３５㎡（１０７.４９坪）●
唖宅地茜準工/一中娃６０％阿１５０％/２００％●
東南角地　日当り良し　！●
広 １々０７坪　高平台小・京陵中校区●

清水岩倉１丁目売地
1,280　万円
清水ヶ丘バス停歩３分●
地４４２.１８㎡（１３３.７５坪）●
唖宅地茜一中娃４０％阿８０％●
南側道路　日当たり良し　！●
高台で眺望良し　清水小・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●

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

オープンルーム
９/９土１２：００～１６：００　９/１０日１１：００～１６：００

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　!

北区龍田陳内３丁目売地
1,168　万円
建山入口バス停歩５分●
地２４０.５７㎡（７２.７０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅街　周辺環境良好●
龍田小・龍田西小・東野中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）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●

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●

北区津浦町売家
1,780　万円
山伏塚バス停歩７分●
地４８４.６８㎡（１４６.６１坪）●
建９７.２３㎡（２９.４１坪）Ｓ５０年１０月築●
閑静な住宅街　木造平家建●
高平台小・京陵中校区●

東区東野３丁目売地
2,606.85　万円
東野３丁目バス停歩１分●
地３５２.６３㎡（１０６.６７坪）●
唖宅地茜二中高娃６０％阿２００％●
閑静な住宅街　周辺環境良好●
秋津/若葉小、東野中校区●

三郎２丁目売家
1,880　　渥万

円
三郎バス停歩５分●
地２１４.５５㎡（６４.９坪）木造平屋建●
建８８.９㎡（２６.８９坪）Ｓ５６年６月築●
３ＤＫ　東側６ｍ公道●
整形地　閑静な住宅地

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
2,080　　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●
H２９年７月外壁塗装済　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
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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。。

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

御船町高木売地
2,800　　渥万円
六嘉バス停歩６分●
地１,７６４㎡（５３３.６坪）更地●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　日当良好　角地●

御船ＩＣ歩８分（６４０ｍ）事業用地適

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

宇土市花園台売家
1,780　　握万

円
宇土市スポーツセンターバス停歩４分●
地２１３.７２㎡（６４.６５坪）６ＬＤＫ●
建１１３.４４㎡（３４.３１坪）Ｈ２６年１０月築●
オール電化、太陽光付、２×４工法●
木造２階建　花園小、鶴城中校区●

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

解体予定の建物も　ぜひ一度　ご相談下さい。

オープンハウス
９/９土１０日１０：００～１８：００

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３熊本県知事（５）第３８９１号

西区城山大塘売家
1,190　　渥万

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●

オープンハウス
９/９土１０日１０：００～１８：００

熊本市西区城山大塘３丁目５‐２０ナビ検索宇土市花園台町４３３番地１７９ナビ検索

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

益城町辻の城売地
950　万円

木山農協前バス停歩５分●
地２３２.００㎡（７０.１８坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
南側６ｍ公道●
益城中央小・木山中校区●

西原村布田売地
1,580　万円
西原台バス停歩１５分●
地６２１.９４㎡（１８８.１３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
南側公道　ふるさと市場約１００ｍ●
山西小・西原中校区●

緯０９６（２８９）２１３９渥
熊本県知事（３）第４３０８号

藤木クリエート

御船町辺田見売地
600　万円

中辺田見バス停歩３分●
地１９９㎡（６０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
若宮公園歩１分（８０ｍ）　御船小・御船中●
住宅街隣接道　上下水配管有●

美里町小筵売家
850　万円

小筵バス停歩１分●
地４１３㎡（１２４坪）●
建１３２㎡（４０坪）Ｓ４９年月不詳築●
広い土間あり　作業所・事務所に向●
やや高台　駐車５～６台可●

緯０９６（２８２）０２２５渥火の国不動産熊本県知事（１１）第１５８９号

御船町滝尾売家
900　万円

玉虫バス停歩３分●
地１,３２１㎡（３９９坪）●
建２１７㎡（６５坪）築年月不詳●
古民家他多用途に　作業所等に向●
屋根要補修　建築約５０年●

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！！

人吉市下林町貸店舗
月額8.64　万円
ニシムタ前バス停歩１分●
建４１.７６㎡（１２.６３坪）●
Ｈ２２年４月築　保証金３ヶ月●
鉄骨造平屋建　エアコン・姶有●
店舗総合保険加入要●

事業用
菅原町売１棟マンション

3億8,500　万円
一の井手バス停歩２分●
地５８５㎡（１７６.９６坪）ＲＣ９階建●
建１,４２１.５㎡（４３０.０１坪）Ｈ２４年１月築●
共同住宅　設備充実　表面利回り６.７％可●
白山通り沿い　周辺施設・交通の便良好です　！●
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

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。

武蔵ヶ丘９丁目売マンション
1,980　万円
上の窪団地バス停歩６分　逢１７.２０㎡●
挨６６.７７㎡（２０.１９坪）Ｈ２６年２月築●
哀愛１４,０００円　ＲＣ１４階建３Ｆ●
２ＬＤＫ＋ＷＩＣ　日当良好　平置姶２台有●
ペット相談可（規定有）武蔵小・武蔵中●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（１）第４９８２号

大和地所株式会社

オープンルーム
９/９土１０日１１：００～１７：００

北区武蔵ヶ丘９丁目１‐５５カーナビ葛
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東区新生１丁目売地
3,210　万円
健軍交番前バス停歩３分●
地３０２.１７㎡（９１.４０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
電車通りまで１７０ｍ　交通便利良好●
泉ヶ丘小・湖東中校区　ピアクレスまで４６０ｍ●

東区湖東１丁目売地
2,500　万円
神水・市民病院前電停歩２分●
地３２５.１１㎡（９８.３４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅地●
健軍小・湖東中校区●

緯０９６（３６９）１１１６渥㈲吉川ホーム熊本県知事（９）第２４３９号

北区清水亀井町売家
2,200　万円
八景水谷バス停歩４分●
地２９４㎡（８８.９３坪）５ＤＫ●
建１０４.１９㎡（３１.５１坪）Ｓ４５年５月築●
Ｈ２９年４月内外装リフォーム済●
木造平屋建　清水小・竜南中校区●

売買
緯０９６（３６６）５８６７渥

熊本県知事（１３）第７３０号

通産商事㈲

東区八反田２丁目売地
950　万円

八反田入口バス停歩６分●
地１６６㎡（５０.２１坪）マルショク・銀行４５０m●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
託麻西小、西原中又は東部中校区●
担当/０９０‐７４５０‐５３７８（小森田）●

西区上熊本１丁目売地
1,000　万円
県立体育館前バス停歩２分●
地１０６.１１㎡（３２.１坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建物解体渡し　３.３㎡（坪）３４.２万円●
４ｍ道路・間口１４m●

緯０９６（３４５）６４４６渥

熊本県知事（７）第２９３２号

㈲手塚プランニング

大津町引水売家
1,180　万円
東引の水バス停歩１分●
地２３２.６５㎡（７０.３７坪）木造１階建●
建９７.４４㎡（２９.４７坪）Ｓ５０年１２月築●
４ＤＫ　姶有　北側公道●
大津小・大津中校区●

緯０９６（２７９）３８８９渥

熊本県知事（６）第３４１６号

㈲ライフプランニング 錆０１２０（０９４）８８８渥
国土交通大臣（１）第００９０３３号

イエステーション熊本東店㈱すがコーポレーション

帯山５丁目売家
2,180　万円
帯山五丁目バス停歩５分●
地１９７.１６㎡（５９.６４坪）木造２階建●
建１２４.１９㎡（３７.５６坪）Ｈ１年９月築●
Ｈ２９年９月リフォーム済！！●
５ＬＤＫの駐車３台可　！　帯山小校区　！●

オープンハウス
９/１０日午後１時～午後５時

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●

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●

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●

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７月リフォーム済●

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●
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　山鹿小・山鹿中●
南側公道　カフェ・サロンに適●

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●

八千代座まで５６０ｍ 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
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
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/


