
松島町合津売地
330　　渥万円
遊覧船のりば前バス停歩１分●
地２１４.６６㎡（６４.９４坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
国道沿い　間口１９ｍ接面●
今津小・松島中校区●

西区島崎６丁目売地
1,200　　握万円
小山田バス停歩２分　眺望良●
地５３２.６６㎡（１６１.１３坪）更地●
唖宅地茜一中娃３０％阿１５０％●
南側６ｍ道路　２区画一括販売●
城西小・西山中校区　市役所３ｋｍ●

大矢野町中売地
1,800　　渥万円
満越バス停歩１分●
地８２５.３０㎡（２４９.６５坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
国道と県道の角地　国道２６６号線沿い●
商売用地向き　中南小・大矢野中●

川口不動産 緯０９６（３６３）５３５５熊本県知事（１１）第１４４４号

合志市合生売地
689　　渥万円
辻久保バス停歩３分●
地２８５.０２㎡（８６.２２坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地域●
西合志第一小・西合志中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

山鹿市方保田売地
858　万円

馬見塚バス停歩５分●
地４７４㎡（１４３.３８坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
閑静な住宅街●
大道小・山鹿中校区●

東区秋津１丁目売地
1,080　万円
中無田バス停歩４分●
地２０８.００㎡（６２.９２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
日当り良し　！　周辺環境良好●
秋津小・若葉小・東野中校区●

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㎡（７２.７７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・龍田中校区●

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●

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●

清水新地４丁目売地
1,000　万円
新須屋駅歩５分●
地２１５.１３㎡（６５.０７坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％　更地●
城北小・清水中校区●

城南町宮地売地
900　万円

宮ノ下バス停歩２分●
地１６５.２９㎡（５０.００坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南東９ｍ公道　整形地　更地●
城南支所・城南中学通り沿い●

京町本丁売マンション
3,000　万円
往生院前バス停歩１分　最上階●
挨７５.５４㎡（２２.８５坪）Ｈ２６年１０月築●
哀愛１４,２７０円　ＲＣ１４階建１２Ｆ●
大和ハウスのバリアフリーマンション●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　壺川小・京陵中校区●

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●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西区城山半田２丁目売地
1,185　万円
城山小学校前バス停歩１８分●
地２６４.５㎡（８０坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
南西角地　●
建築条件なし●

緯０９６（３２７）９９３８渥

熊本県知事（２）第４７３８号

㈱センター建設不動産

上代１丁目売地
1,190　万円
上代バス停歩４分●
地２０１.４０㎡（６０.９２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
詳しくは、住センター幸和の●
ホームページをご覧下さい

緯０９６（３４２）４７９７渥

熊本県知事（２）第４９０１号

住センター幸和

中央区黒髪４丁目売住居付事務所

1,360　万円
立田自然公園入口バス停歩８分●
地１１３㎡　建６８.２４㎡　Ｈ４年５月築●
１Ｆ事務所・２Ｆ広々ロフト付１Ｒ　倉庫付●
Ｈ２８年５月内外改装済　姶５台●
委細応談　連絡先：０９０‐１３４９‐６６８６●

緯０９６（２２７）６１１９渥

熊本県知事（９）第２５０８号

㈲緑地所

菊陽町津久礼新築一戸建
2,580　万円
ＪＲ三里木駅歩６分　姶３台●
地１３５.７４㎡（４１.０６坪）木造２階建●
建９７.７㎡（２９.５５坪）Ｈ３０年２月末完予●
４ＬＤＫ　菊陽西小・武蔵ヶ丘中校区●
ゆめタウン光の森約１.１㎞　周辺施設充実●

西区二本木３丁目新築一戸建
2,698　万円
二本木町バス停歩１分●
地１１１.２５㎡（３３.６５坪）姶２台●
建８４.０４㎡（２５.４２坪）Ｈ３０年３月末完予●
３ＬＤＫ　古町小・花陵中校区●
オール電化　要セットバック●

緯０９６（３２６）６２８８握
熊本県知事（２）第４８５０号

㈱だんだんホーム

南区八幡９丁目売家
1,100　万円
熊農前バス停歩１０分●
地２１３㎡（６４坪）平屋建●
建８９㎡（２７坪）Ｓ４７年１月築●
４DK（６・６・６・４.５・DK）　P１台可●
H２９年２月一部リフォーム済●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１０）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６渥
携帯０９０（８７６０）４６３８

西区谷尾崎町売地
988　万円

谷尾崎バス停歩３分●
地２５１㎡（７６坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
造成完了（１号地）●

西区横手２丁目売地
1,200　万円
北岡神社バス停歩１０分●
地１９７.３１㎡（６０坪）●
唖宅地茜一住●
娃６０％阿２００％●
高台　全２区画●

八代市新浜町売家
860　万円

新開町バス停歩３分●
地８９.１９㎡（２６.９坪）木造２階建●
建８１.５２㎡（２４.６坪）Ｓ５４年１０月築●
２ＬＤＫ　近隣商業施設有　利便性良●
Ｈ２９年１０月全面リフォーム済●

緯０９６４（２７）４３１１渥
熊本県知事（３）第４４２４号

㈲アジアンアセット・インベストメント

オープンハウス
１１/１８土１９日１１：００～１５：００ 長嶺南６丁目売マンション

2,300　万円
長嶺小学校前バス停歩２分●
挨９９.７９㎡　Ｈ１５年１０月築●
哀愛２０,５００円　５階建３Ｆ●
東南角部屋のとても明るいお部屋です！！●
ＬＤＫ約２１帖！平置き駐車場！ペット相談可！●

錆０１２０（０９４）８８８渥
国土交通大臣（１）第００９０３３号

㈱すがコーポレーション　熊本東店

オープンハウス
１１/１９日午後１時～午後５時

売買
御船町辺田見売地
547　万円

御船町恐竜博物館前バス停歩４分●
地１８０.９２㎡（５４.７坪）●
唖宅地茜一中娃５０％阿１００％●
建築条件無●
御船小・御船中校区●

緯０９６（３３９）１２７７渥

熊本県知事（１２）第１３７６号

綜合開発㈱

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

中央区子飼本町売地
1,660　万円
子飼本町バス停歩４分●
地１８２.８８㎡（５５.３２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
角地！　買物便利♪●
建物有　黒髪小校区●

緯０９６（３５８）０００６渥

熊本県知事（１４）第５０４号

㈱全九殖産

京町２丁目売地
8,270　万円
裁判所前バス停徒歩３分●
地５２７.２２㎡（１５９.４８坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
東側公道幅員約８.５ｍ●
裏京町通り沿い●

緯０９６（２３４）６４４５握

熊本県知事（８）第２８２５号

㈱南栄開発

八代市植柳上町売家
798　万円

植柳上町バス停歩４分●
地２１６.２６㎡（６５.４１坪）●
建８９.１１㎡（２６.９５坪）●
木造平家建　Ｓ５４年９月築●
３ＬＤＫ＋広縁●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）４４６２号

にしざき不動産

西区池田２丁目売一棟マンション

4,800　万円
池田バス停歩７分●
地１８９.３６㎡（５７.２８坪）ＲＣ４階建●
建３１７.５２㎡（９６.０４坪）Ｈ６年１０月築●
全１３室（４ＬＤＫ×１・１Ｋ×１２）オール電化●
年収４５４.２万円可　利回り９.４６％可●

緯０９６（３４４）２５１１渥

熊本県知事（３）第４５２２号

㈱ツキミ地所

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●

P５台

緯０９６（３７５）５５１５握
現地携帯/０９０（４５１８）３１７７

熊本県知事(３)第４３２２号

㈲山口住研

緯０９６（２２３）７１８１
熊本県知事（５）第３７５３号

㈱マスダ不動産開発

熊本市近郊及び上益城郡内で
300坪位の宅地を求む ！

業者仲介大歓迎　仲介手数料支払います
不動産買取　!

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

宇土市入地町売地
768.45　万円
入地団地バス停歩２分●
地２３３.９２㎡（７０.７６坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
宇土シティーモール約１,３００ｍ　静かな環境●
宇土小・鶴城中校区　日当たり良し●

西区島崎７丁目売家
390　万円

岳林寺バス停歩３分●
地１１７.０５㎡（３５.４０坪）●
建７０.３９㎡（２１.２９坪）Ｓ５３年４月築●
木造セメント瓦葺２階建　４ＤＫ●
空家　閑静な住宅地●

西区横手３丁目売地
540　万円

戸坂バス停歩１分●
地１０４.５９㎡（３１.６３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
更地、買物便利●
静かな環境　城西小、西山中校区●

北区池田３丁目売地
1,650　万円
池田３丁目バス停歩３分●
地３６３.６３㎡（１０９.９９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
更地　現状渡し　日当たり良●
道路部分５８.０１㎡（１７.５４坪）有●

南区南高江６丁目売地
878　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　実測１７８.７５㎡（５４.０７坪）●
南区役所南部出張所３００ｍ●

泗水町吉富売家
700　万円

伝承館前バス停歩１４分●
地２８１.００㎡（８５.００坪）●
建１２３.２４㎡（３７.２８坪）Ｈ３年１１月築●
木造セメント瓦葺２階建●
空家　現状渡し　清掃済　４ＬＤＫ●

緯０９６（３８２）０５１４渥㈱芙蓉建設熊本県知事（７）第３１５１号 緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

菊池市泗水町永売家
695　万円

高江バス停歩４０分●
地１８７.７５㎡（５６.７９坪）３ＤＫ●
建７２.０３㎡（２１.７８坪）Ｓ５８年９月築●
木造２階建　南向き日当り良好●
庭を撤去すれば車３台駐車可能●

菊池市野間口売地
485　万円

野間口バス停歩３分●
地２１５㎡（６５.０３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
菊之池小・菊池南中校区　更地渡し●
セブンイレブン・ローソンまで５００ｍ●

菊池市泗水町吉富売地
585　万円

養生園前バス停歩５分●
地４３８㎡（１３２.４９坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　更地渡し●
マルショク泗水店まで１.２㎞●

緯０９６（２７９）２９５９㈲エステート西原

西原村小森売地
406.24　　握万

円
西原村役場入口バス停歩３分●
地１８３.９８㎡（５５.６５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
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

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。

賃貸
北区龍田１丁目貸家

月額7.8　万円
三の宮バス停歩３分●
建１１６.４１㎡（３５.２坪）●
Ｈ４年９月築　姶３～４台可●
葵なし穐３ヶ月　５ＬＤＫ●

緯０９６（３３９）１２７７渥

熊本県知事（１２）第１３７６号

綜合開発㈱ 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●


