
迎町１丁目売マンション
2,280　～2,550　万

円
万
円

迎宝町バス停歩２分　最上階●
挨７９.１２㎡～９３.８０㎡　販売２戸●
Ｓ６２年１０月築　ＳＲＣ１２階建１２Ｆ●
哀愛２３,４５０円～２５,４５０円　４ＬＤＫ●
Ｈ２９年６月全面リフォーム済●

山鹿市中売アパート
5,000　万円
東中村バス停歩４分●
地７９９.２０㎡（２４１.７５坪）●
建４０７.４１㎡（１２３.２４坪）●
木造２階建　Ｈ１９年９月築●
賃貸中　オーナーチェンジ●

菊池市隈府売アパート
9,600　万円
菊池プラザバス停歩１分●
地１,２７５.０９㎡（３８５.７１坪）●
建３１１.０６㎡（９４.０９坪）販売２棟共通●
木造２階建　Ｈ１９年９月築●
賃貸中　オーナーチェンジ●

内坪井町売地
5,314　万円
内坪井バス停歩２分●
地２８２.８５㎡（８５.５６坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
南西角地　セットバック要　●
壺川小・京陵中校区●

坪井５丁目売地
9,000　万円
坪井横町バス停歩２分●
地９０５.６７㎡（２７３.９６坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
２方道路　壺川小・京陵中校区●
現在一部月極駐車場●

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
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九
電
工

秋津２丁目売地
6,000　万円
中無田バス停歩５分●
地１,１７４.５０㎡（３５５.２８坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
南側約３.６～４.５ｍ公道●
秋津小・東野中校区●

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］で検索シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

上記物件HPに画像付で掲載!!

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）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建条付・店舗、クリニック用地適●
東南角地・セブンイレブン４８ｍ●

龍田７丁目売地
860　万円

二里木バス停歩３分●
地２１７.０７㎡（６５.６６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件付　更地●
龍田小７２０ｍ・龍田中９６０ｍ●

龍田弓削２丁目売地
1,036　万円
武蔵ヶ丘団地入口バス停歩８分●
地２９７.９７㎡（９０.１３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　セットバック要●
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●

西区花園６丁目売地
636　万円

花園小学校前バス停歩８分●
地５２５㎡（１５８.８１坪）●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
位置指定道路２ｍ接面　持分あり●
分筆不可　現況渡し●

緯０９６（２１２）９４１６渥

熊本県知事（４）第４２５５号

ウチダ不動産企画
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）●

山鹿市山鹿売地
1,860　万円
栄町（電鉄）バス停歩１分●
地５８１.８１㎡（１７５.９坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
温泉プラザ歩５分（４００ｍ）道路接面間口３２ｍ●
アパート用地適地●

緯０９６（３８８）１１８１握

熊本県知事（１５）第１５１号

清住土地㈱

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

上熊本１丁目売マンション
780　万円

県立体育館北口バス停歩３分●
挨７１.２９㎡（２１.５６坪）●
S５７年２月築●
哀愛１２,０００円　５階建５Ｆ●

緯０９６（３８９）９０００渥
熊本県知事（４）第４０８６号

㈱エムケイ・コーポレーション

宇土市松山町売地
200　万円

松山バス停歩１０分●
地１７０㎡（５１.４２坪）●
唖宅地茜無指定●
娃６０％阿２００％●
五色坂団地●

宇土市松山町売地
980　万円

松山バス停歩１０分●
地６４４.２４㎡（１９４.８８坪）●
唖宅地茜無指定●
娃６０％阿２００％●
五色坂団地●
緯０９６（３６２）８６２６渥
　 担当本多０９０（５２９５）９１２３

熊本県知事（８）第２６２２号

株式会社エコー企画

宇土市松山町売家
3,885　万円
松山バス停歩１２分●
地１,２９４.０㎡（３９１.４３坪）●
建１９２.７８㎡（５８.３１坪）●
木造合金鋼板葺２階建●
花園小、鶴城中校区●

緯０９６（３４４）６１１０渥㈲サンアイ不動産熊本県知事（７）第３１８０号

２２kwの太陽光発電付、オール電化住宅
４ＬＤＫ＋ロフト　駐車１０台可、バリアフリー住宅
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大矢野町登立売家
2,000　万円
坂本バス停歩３分●
地３３０.８６㎡（１００.０８坪）●
建１９１.９７㎡（５８.０７坪）姶有●
Ｈ１３年６月築　登立小正門前●
広 ７々ＬＤＫ　２世帯住宅●

緯０９６（３５６）３５２２渥有限会社エステートマツイシ熊本県知事（７）第３１０８号

オープンハウス１１/２５土２６日１０：００～１７：００

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（１）第４９８２号

合志市豊岡売家
3,350　万円
泉ヶ丘団地バス停歩７分　姶２台●
地２１２.９６㎡（６４.４２坪）南面６ｍ公道●
建１１４.５０㎡（３４.６３坪）Ｈ２５年１１月築●
軽量鉄骨造２階建　４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
ダイワハウスジーヴォの築浅住宅●

オープンハウス
１１/２５土２６日１１：００～１７：００ 一の宮町宮地売家

1,380　万円
宮地中央バス停歩３分●
地２６１.３５㎡（７９.０５坪）P有●
建１２９.７７㎡（３９.２５坪）Ｈ１０年６月築●
木造瓦葺２階建　６ＤＫ＋納戸●
北側５.７m公道　一の宮小・中校区●合志市豊岡２２１７‐６６カーナビ

植木町鐙田売地
580　万円

ＪＲ植木駅歩４分●
地４５５.１８㎡（１３７.６９坪）南面道路●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度指定区域●
建築条件なし　桜井小校区●

植木町鐙田新築一戸建
1,771　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２４４.６８㎡（７４.０１坪）●
建８１.１６㎡（２４.５５坪）Ｈ２９年３月築●
木造平家建　３ＬＤＫ　オール電化●
桜井小・鹿南中校区●

植木町鐙田新築一戸建
1,878　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３８㎡（８９.０４坪）●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
木造平家建　３ＬＤＫ　オール電化●
桜井小・鹿南中校区●

緯０９６（２７２）４５５２握㈲男澤建設熊本県知事（７）第２９６９号

緯０９６（２８２）０２２５渥火の国不動産熊本県知事（１１）第１５８９号

御船町陣売地
350　万円

小坂バス停歩１０分●
地４７４㎡（１４３坪）●
唖畑（現況雑種地）茜区域内●
娃７０％阿２００％　要農地転用●
前面道上下水本管有●

美里町小筵売家
777　万円

小筵バス停歩１分●
地４１３㎡（１２５坪）●
建２０４㎡（６１坪）Ｓ４９年３月築●
H１６年６月一部増築●
やや高台　国道沿●

南阿蘇村久木野売家
1,500　万円
久木野庁舎前バス停歩４０分●
地９５４㎡（２８８坪）●
建９７.３３㎡（２９.５坪）H２年１２月築●
ウッドデッキ有、南向、別荘●
和８、洋１０、LDK１６●

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。

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

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●

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●

西区島崎６丁目売地
800　万円

花園バス停歩５分●
地４１５.００㎡（１２５.５３坪）●
唖宅地茜二中高娃６０％阿２００％●
古家有　城西小・西山中校区●
プロパンガス　閑静な住宅地●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

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！●

城南町永売地
1,500　万円
千町バス停歩１５分●
地９９４.０７㎡（３００.７０坪）●
唖宅地茜集落内開発区域●
閑静な住宅街　周辺環境良好●
セットバック必要●

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

白藤２丁目売マンション

1,540　万円
白藤東原バス停歩３分●
挨８１.８１㎡（２４.７４坪）４ＬＤＫ●
Ｈ１１年２月築　パストラルハイム白藤弐番館●
哀愛１１,２００円　姶３,５００円　１５階建６Ｆ●
南向きで日当良し　力合小・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●

春日１丁目売マンション

3,990　万円
熊本駅歩３分●
挨８４.６３㎡（２５.６０坪）２ＬＤＫ●
Ｈ２４年２月築　ザ・熊本タワー●
哀愛２４,６００円　３６階建３１Ｆ●
熊本駅１６０ｍ　３１Ｆ眺望良し　春日小・花陵中校区●

合志市幾久富売家
1,680　万円
杉並台バス停歩４分●
地２００.００㎡（６０.５０坪）６ＤＫ　姶２台可●
建１０６.００㎡（３２.０６坪）Ｓ５１年３月築●
Ｈ２９年８月一部リフォーム済　ダイレックス７００ｍ●
鮮ど市場７８０ｍ　南ヶ丘小・合志中校区●

龍田２丁目売家
2,650　万円
三の宮神社前バス停歩１０分●
地２０９.４０㎡（６３.３４坪）４ＬＤＫ●
建１１１.７４㎡（３３.８０坪）Ｈ２２年７月築●
セキスイハイムの軽量鉄骨造●
P４台可　龍田西小・龍田中校区●

南千反畑町売マンション

2,980　万円
明午橋バス停歩１分●
挨１１０.２６㎡（３３.３５坪）４ＬＤＫ●
Ｈ１３年５月築　フラワーマンション白川公園●
哀愛２２,６３０円　姶９,０００円　１０階建３Ｆ●
南西角部屋　３面バルコニー　並木坂まで約４３０ｍ●

大江５丁目売マンション

4,280　万円
九州学院前バス停歩２分●
挨１０３.５７㎡（３１.３２坪）●
Ｈ１８年２月築　Ｄ'グラフォート熊本タワー●
哀愛２８,２６０円　姶８,０００円　２５階建３Ｆ●
東南角部屋　ペット可　日当り良好●

大津町大津売地
800　万円

美咲野団地入口バス停歩９分●
地４９６.００㎡（１５０.０４坪）●
唖畑茜二低娃５０％阿１００％●
南面道路につき日当り良好●
美咲野小・大津北中校区●

弓削５丁目売地
1,348　万円
菊陽バイパス入口バス停歩３分●
地２０２.６２㎡（６１.２９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
光の森駅４６０ｍ　ゆめタウン６５０ｍ●
建物有　弓削小・武蔵中校区●

尾ノ上１丁目売地
2,000　万円
尾ノ上小学校バス停歩２分●
地２０３.６３㎡（６１.５９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
マルエイ約８０ｍ　ローソン約１５０ｍ●
環境良し　尾ノ上小・錦ヶ丘中校区●

健軍本町売地
2,280　万円
東町バス停歩２分●
地２８５.４０㎡（８６.３３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
健軍商店街約９２０ｍ　サンロードシティ約８６０ｍ●
買物便利　健軍小・湖東中校区●

長嶺東２丁目売地
2,980　万円
古閑バス停歩３分●
地３７３.５４㎡（１１２.９９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
東南角地　！　閑静な住宅地　！●
託麻南小・長嶺中校区●

出仲間７丁目売地
3,600　万円
出仲間バス停歩４分●
地４０５.０９㎡（１２２.５３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
ゆめタウンはません約６５０ｍ　熊本中央病院約７５０ｍ●
田迎小・託麻中校区●

島崎１丁目売地
1,890　万円
日向崎バス停歩３分●
地２０８.５９㎡（６３.０９坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
二面道路　ゆめマート約１５０ｍ●
青磁野病院約３００ｍ　一新小・西山中校区●
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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（２３２）８２０８渥㈲コンサル http://f-consul.com/熊本県知事（４）第４２６４号

国府１丁目売家
3,080　万円
国府電停歩５分●
地６７.１０㎡（２０.２９坪）姶２台●
建９３.３７㎡（２８.１４坪）Ｈ２１年５月築●
ＲＣ３階建　南側道路　日当良●
出水小２００ｍ　人気地区●

菊陽町原水売地
1,000　万円
ＪＲ原水駅歩４分（３００ｍ）●
地２０７.８０㎡（６２.８５坪）●
唖宅地茜無指定●
娃７０％阿２００％　古家有●
バス通り沿いの二方道路●

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５６０ｍ●

売買
八代市豊原中町売家

1,250　万円
高田小学校前バス停歩４分●
地２８７.６０㎡（８６.９９坪）●
建１１６.９２㎡（３５.３６坪）Ⓟ３台●
木造２階建　Ｈ８年２月築●
４ＬＤＫ　モニタ付インターホン付●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

出水６丁目売家
1,380　万円
水前寺公園電停歩１８分●
地１５４.４４㎡（４６.７１坪）木造２階建●
建９４.３９㎡（２８.５５坪）Ｓ５３年１２月築●
要リフォーム　解体も相談可●
４DK　出水中歩４分（３２０ｍ）●

錆０１２０（６４）６６９４握

国土交通大臣（１）第８５０７号

株式会社　コスモピア

二本木４丁目売家
2,400　万円
二本木町バス停歩５分●
地３０１.６５㎡（９１.２５坪）木造２階建●
建１８９.７９㎡（５７.４１坪）Ｓ５５年３月築●
生活便良好！！　６ＬＤＫ＋店舗！！●
古町小歩３分（１８０ｍ）の立地です！！●

錆０１２０（４９５）３３３渥

国土交通大臣（１）第００９０３３号
㈱すがコーポレーション　熊本中央南店

東区健軍１丁目売マンション
890　万円

熊工入口バス停歩３分●
挨６７.２８㎡（２０.３５坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１年１０月築　グランドマンションマキシム神水橋●
哀愛１４,６００円　５階建３Ｆ●
健軍小・湖東中校区　南西角部屋●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（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●

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。

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●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９渥熊本県知事（４）第３８７４号

南区八分字町池ノ端売地
2,095　万円
八分字バス停歩９分●
地４０４.３４㎡（１２２.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校徒歩１０分（８００ｍ）●
飽田中学校徒歩８分（６４０ｍ）●

南区八分字町須崎売地
1,380　万円
十三バス停歩１分●
地２３６.５２㎡（７１.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小学校徒歩１分（８０ｍ）●
飽田中学校徒歩１０分（８００ｍ）●


