
東区江津１丁目売地
449.31　万円
上画図橋バス停歩２分●
地９４.９７㎡（２８.７２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
日当り良し、周辺環境良好●
画図・出水南小、出水南・出水中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

東区秋津１丁目売家
729　万円

中無田バス停歩３分●
地２４１.００㎡（７２.９坪）●
建７５.３３㎡（２２.７８坪）Ｓ４７年１０月築●
木造平屋建　空家・現状渡し●
秋津小・若葉小、東野中校区●

南阿蘇村河陰売家
1,500　万円
木の香湯温泉入口バス停歩１１分●
地８１４.００㎡（２４６.２３坪）●
建８８.３５㎡（２６.７２坪）Ｈ１３年９月築●
木造スレート葺２階建　３ＬＤＫ●
緑豊かな自然に囲まれた住環境●

東区湖東３丁目売家
2,350　万円
湖東町バス停歩３分●
地１８８.７０㎡（５７.０８坪）●
建１４７.００㎡（４４.４６坪）Ｓ６２年１１月築●
鉄骨２階建　東南角地　閑静な住宅地●
健軍小・湖東中校区　環境良し●

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●

帯山７丁目売地
2,800　万円
帯山４丁目バス停歩５分●
地３２７.６１㎡（９９.１０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
マルキョウ約４００ｍ　シュロアモール約９００ｍ●
北西角地　帯山（西原）小・西原（帯山）中校区●

菊池郡大津町売地
2,000　万円
中陣内バス停歩１分●
地１,２９３.２０㎡（３９１.１９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
県道瀬田・竜田線沿い　南側道路に●
つき日当たり良好　大津南小・大津中校区

麻生田４丁目売地
1,500　万円
楡木小入口バス停歩４分●
地２３１.４０㎡（６９.９９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南側道路　ドラッグセイムス５５０ｍ●
ローソン７００ｍ　麻生田小・清水中校区●

梶尾町売地
600　万円

鶴の原北口バス停歩４分●
地２００.７３㎡（６０.７２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
前面道路６ｍ　建築条件なし●
静かな環境　北部東小・北部中校区●

山室１丁目売家
1,680　万円
清水台団地入口バス停歩４分●
地１８９.５８㎡（５７.３４坪）３ＬＤＫ●
建９２.５５㎡（２７.９９坪）Ｓ５７年５月築●
離れ７帖洋間有　静かな環境●
公園向かい側　高平台小・京陵中校区●

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

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

月出５丁目売家
2,800　万円
中小峯バス停歩１分　キッド近隣●
地１８５.７７㎡（５６.１９坪）２階建●
建１１８.８２㎡（３５.９４坪）Ｈ１５年３月築●
東南角地　日当良　姶２台　即入居可●
床暖房・全室クーラー付、広々サンデッキ●

緯０９６（２８６）４８３６渥

熊本県知事（１２）第１３６３号

㈲野原ハウジング

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●
下通りまで徒歩１５分（１.２㎞）●

緯０９６（３５２）２０８４渥

熊本県知事（１５）第２４１号

㈱株研

花立５丁目売地
2,180　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●

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●

緯０９６４（３３）２７５５渥
熊本県知事（９）第２４０１号

西山地所

東区御領６丁目貸事務所付倉庫

月額57.24　万円
松の本バス停歩５分●
地４３６.７１㎡（１３２.１０坪）２階建●
建３３６.７２㎡（１０１坪）Ｈ２９年４月築●
１階倉庫・２階事務所　穐６ヶ月●
熊本インターまで７００ｍ●

緯０９６（３８０）３９１１渥

熊本県知事（８）第２９１０号

㈲太平不動産 緯０９６６（２２）２３１１握
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！！

人吉市南泉田町貸マンション
月額8.5　万円
山田橋バス停歩４分●
挨７０.０２㎡（２１.１８坪）４ＤＫ●
Ｈ８年２月築　保証金２５.５万円●
ＲＣ４階建４Ｆ　要家財保険加入●
貸主にて仲介料不要　姶有●

大津町大津売地
980　万円

大津北中学校前バス停歩５分●
地２４０.５４㎡（７２.７６坪）更地●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
建築条件無　南側公道●
室小・大津北中校区●

緯０９６（２７９）３８８９握

熊本県知事（６）第３４１６号

㈲ライフプランニング

小峯３丁目売地
1,141　万円
小峯西バス停歩５分●
地１６４.１３㎡（４９.６４坪）●
唖宅地茜二住●
娃６０％阿１５０％●
南道路●

緯０９６（３６７）０５７０渥

熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産

植木町大和売地
1,250　万円
ＪＲ植木駅歩１５分●
地４０４.３１㎡（１２２.３０坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
東４ｍ公道・西９ｍ公道●
ショッピングセンター近隣●

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

長洲町腹赤新築一戸建
1,780　万円
腹赤新町バス停歩５分●
地２４８.７５㎡（７５.２４坪）●
建９６.６６㎡（２９.２３坪）●
Ｈ２９年３月築●

緯０９６８（６４）１６４０握

熊本県知事（４）第４１６１号

㈲エトワール不動産

東区花立５丁目売地
2,950　万円
山立窪バス停歩５分●
地３０９.４８㎡（９３.６１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
東南角地で地形良●
生活環境良●

東区江津１丁目売家
2,580　万円
上画図バス停歩５分●
地１８０.９５㎡（５４.７３坪）４LDK●
建１１６.７５㎡（３５.３１坪）Ｈ２年９月築●
Ｈ２９年１０月内・外装全面リフォーム済●
耐震工事済　しろあり保証有　即入居可●

緯０９６（３３１）７６６７渥
熊本県知事（４）第４１９８号

㈲エステート仁

城南町六田売地
507　　握万

円
六田バス停歩６分●
地２２３.５２㎡（６７.６１坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度指定区域内●
全８区画（残１区画）●

城南町隈庄売地
685　　握万

円
下宮地バス停歩８分●
地２５１.８１㎡（７６.１７坪）●
唖宅地茜二低●
娃５０％阿１００％●
市街化区域●

城南町さんさん１丁目売地
869　　渥万

円
今吉野バス停歩６分●
地２３９.４８㎡（７２.４４坪）●
唖宅地茜二住●
娃６０％阿２００％●
市街化区域●

緯０９６４（２８）７７６６ふれあいホーム㈱熊本県知事（５）第３７７９号

宇土市宮庄町売家
1,598　　万円

（
税
込
）

椿原バス停歩１分　姶２台可●
地１８０.６８㎡（５４.６５坪）木造２階建●
建１０１.０７㎡（３０.５７坪）Ｈ７年３月築●
オール電化　太陽光ソーラー付●
約６m道路角地　宇土小・鶴城中校区●

緯０９６（３７７）７７１１渥
熊本県知事（２）第４８７６号

株式会社　チャイル

Ｈ
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月
全
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済
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１０

上記物件HPに画像付で掲載!! シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

龍田弓削２丁目売地
1,180　万円
塚ノ本バス停歩７分●
地２０８.７２㎡（６３.１３坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件付　北側６ｍ公道●
閑静住宅地　龍田小・龍田中校区●

龍田弓削１丁目売地
1,165　万円
ＪＲ武蔵塚駅歩９分・塚ノ本バス停歩３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●

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●

緯０９６（３３８）５９３６渥
[シミズ不動産]で検索

大牟田市手鎌売地
500　万円

手鎌バス停歩１分●
地３３９.５９㎡（１０２.７２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）４.８６万円　全２区画●
建築条件無　手鎌小・甘木中●

北区龍田陳内３丁目売地
964　万円

三の宮バス停歩８分●
地２１２.５１㎡（６４.２８坪）建築条件無●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
角地　西側・南側５ｍ・東側６ｍ道●
龍田西小・龍田中　３.３㎡（坪）１５万円●

東区新外２丁目売家
1,580　万円
新外バス停歩２分●
地１６５.５０㎡（５０.０６坪）木造２階建●
建１０２.３０㎡（３０.９４坪）Ｓ４９年１０月築●
４ＤＫ　建物設備良　姶２台●
交通買物便良　山ノ内小・錦ヶ丘中●

緯０９６（３８４）５４００渥㈱エステートジャパン熊本県知事（１０）第１９８０号

緯０９６（２７９）２９５９㈲エステート西原

西原村小森売地
473.46　　握万

円
西原台バス停歩１１分　小森の里Ⅴ●
地３０１.００㎡（９１.０５坪）建築条件無●
唖山林（現況宅地）茜無指定●
娃７０％阿２００％　山西小・西原中校区●
分筆杭代金１０万円要　道路負担金無●

西原村小森売地
532　　握万

円
西原村役場入口バス停歩３分●
地２３１.４０㎡（７０.００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●

www.estate-nishihara.com/熊本県知事（４）第４１１０号緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

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。
ご検討中のお客様のご紹介もよろしくお願い致します。

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●

清水万石５丁目売家
1,698　万円
北津留バス停歩７分●
地２６１.４６㎡（７９.０９坪）木造２階建●
建９２.９９㎡（２８.１２坪）Ｓ５２年３月築●
４ＬＤＫ　清水小・竜南中校区●
Ｈ２９年１０月全面リフォーム済●

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

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。

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 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


