
戸坂町売地
1,210　万円
戸坂町バス停歩６分●
地１７４.００㎡（５２.６３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
高台　南西角地●
閑静な住宅地　池上小・三和中校区（緩衝）●

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●

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

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●

下南部３丁目売地
3,500　万円
テニスコート前バス停歩２分●
地４８６.０１㎡（１４７.０１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
県道瀬田線沿い　北バイパス３３０ｍ●
建物有　西原小・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●

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５０％阿８０％●
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●

大津町陣内売地
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●
日当たり良好　大津南小・大津中校区●

ガラリト熊本　検索

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

泗水町吉富売地
300　万円

富の原バス停歩１１分●
地１８６.０４㎡（５６.２７坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
南西角地　現況渡し●
泗水小・泗水中校区●

緯０９６（３７５）７１３１渥

熊本県知事（１）第４９５３号

㈱たたら不動産

益城町宮園売地
760　万円

木山下町バス停歩５分　建築条件無●
地２１０.４４㎡（６３.６５坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
益城中央小・木山中校区●
ナビ/益城町宮園６２２‐１４●

緯０９６（２７６）６７８７渥

熊本県知事（１）第５０８３号

㈱スマイリーフ不動産

高平１丁目売家
1,340　万円
高平南公園バス停歩１分　姶１台●
地２０８.１２㎡（６２.９５坪）木造２階建●
建１０９.４９㎡（３３.１２坪）Ｓ６２年９月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　トイレ２ヶ所　カーポート有●
高平台小・ゆめマート４００ｍ　京陵中校区●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥

熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

西区中島町売地
490　万円

中島町バス停歩１０分●
地２９６.９５㎡（８９.８２坪）残１区画●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件無　集落内開発●
通学も安心の中島小３００ｍ●

緯０９６（２７５）２３１１握
熊本県知事（７）第３３１７号

モーク不動産㈲

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％●
更地　建築条件無●
東側約４ｍ公道　御幸小・託麻中●

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
8,500　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●

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）木造２階建●
建４０７.４１㎡（１２３.２４坪）Ｈ１９年９月築●
賃貸中　オーナーチェンジ●
表面利回り８.７３％可●

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）賃貸中●
建３１１.０６㎡（９４.０９坪）販売２棟共通●
木造２階建　Ｈ１９年９月築●
オーナーチェンジ　表面利回り８.２５％可●

ベスト・グリーン㈱ 緯０９６（３６４）５０１０渥熊本県知事（３）第４３８６号 http://www.best-green.jp

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（２１３）０８９０㈱きずな企業熊本県知事（１１）第１４９６号

北バイパス・麻生田交差点１４０ｍ

日吉１丁目売一棟マンション

1億1,500　　渥万
円

ＪＲ西熊本駅歩７分●
地４９０㎡（１４８坪）鉄筋コンクリート造４階建●
建８７５㎡（２６４坪）Ｓ６０年１０月築・新耐震基準●
平均７０㎡超・１２戸（２ＬＤＫ・３ＬＤＫ）・震災被害なし●
全戸駐車場あり・年収９３８万円・利回り８.２％可●

麻生田１丁目売地
1億300　　握万

円
北門バス停歩１分●
地９９９㎡（３０２坪）更地●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
サンリブ清水店歩３分（１８０ｍ）●
パチンコパオ・はるやま隣接●

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

東区八反田２丁目売地
1,243　万円
八反田入口バス停歩６分●
地１８６.８７㎡（５６.５２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１６０％●
託麻西小まで歩５分（４００ｍ）●
こまどり保育園まで歩３分（２４０ｍ）●

緯０９６（３８０）３９１１渥

熊本県知事（８）第２９１０号

㈲太平不動産

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㈱

南区田迎町田井島売地
2,400　万円
田井島バス停歩５分●
地１９６㎡（５９.２９坪）●
唖宅地茜準工●
娃６０％阿２００％●
東バイパス沿　植込み有●

緯０９６（３６３）８８１９渥

熊本県知事（５）第３８６５号

はうす・はうす

東区健軍１丁目売家
2,897　万円
健軍校前電停歩６分●
地２７３.７１㎡（８２.７９坪）●
建１１２.７１㎡（３４.０８坪）Ｓ４７年１０月築●
６Ｋ（和６×３、洋６×３、Ｋ４.５）●
健軍小迄２００ｍ　湖東中校区●

緯０９６（３８４）２０５７握

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

北区清水東町売地
713　万円

北津留バス停歩５分●
地２０５.３５㎡（６２.１１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無●
清水小学校まで約７００ｍ●

菊池市旭志川辺売地
1,350　万円
下小ヶ原バス停歩３分●
地４８４.２２㎡（１４６.４７坪）●
建１４９.１３㎡（４５.１１坪）●
６ＬＤＫ＋倉庫　H６年１１月築●
道の駅旭志約８００ｍ●

緯０９６（３８０）９００７渥
熊本県知事（３）第４５９３号

㈱ベストプランツ

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●

北区楠７丁目売地
1,190　万円
楠７丁目バス停歩５分●
地１７８.０３㎡（５３.８５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
６ｍ公道　３.３㎡（坪）２２万円●
建築条件無　楠小・楠中校区●

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

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　小森の里●
山西小・西原中校区●

㈲エステート西原 緯０９６（２７９）２９５９熊本県知事（４）第４１１０号 www.estate-nishihara.com/

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●

西原村小森分譲宅地
413.1　～863.5　　握万

円
万
円

西原村役場入口バス停歩３分●
地２１２．２２㎡（６４.２０坪）●
～２７５．９３㎡（８３.４７坪）
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
販売８区画　山西小・西原中校区●

分筆杭代金・水道加入金各１０万円
合併浄化槽要　道路負担金無

西原ニュータウンⅡ　建築条件無西原村小森分譲宅地
406.2　～525.8　　握万

円
万
円

西原村役場入口バス停歩３分●
地１８３.９８㎡～２３１.７９㎡　建築条件無●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
最多販売価格帯４００万円台（９区画）●
販売１０区画　阿蘇郡西原村小森６２２‐１他●

西原ニュータウンⅠ　販売１０区画
区画番号⑨⑩は面積調整可能区画です

分筆杭代金・水道加入金各１０万円要

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
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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を探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地・テナント用地アパート用地・テナント用地等等

を探していますを探しています。。
相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

山鹿市山鹿売地
1,980　　渥万円
山鹿栄町バス停歩１分●
地５９７.５４㎡（１８０.７５坪）建物有●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
茜二住娃６０％阿２００％●
バス通り沿い　角地

萩原町売マンション

1,298　　渥万
円

萩原バス停歩５分　３ＬＤＫ●
挨６８.５８㎡（２０.７４坪）Ｈ２年５月築●
哀愛１０,３００円　ＳＲＣ１１階建１０Ｆ●
逢１０.１６㎡　春竹小・江原中校区●

Ｈ２９年１２月リフォーム完了予定

植木町一木売地
880　　渥万円
五霊中学校前バス停歩１０分●
地２１４.８８㎡（６５坪）更地●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
日当良好　建築条件無●
植木小・五霊中校区

植木町小野売家
1,598　　渥万円
寿住宅前バス停歩３分　４LDK●
地２３０.７０㎡（６９.７８坪）木造２階建●
建１１５.９４㎡（３５.０７坪）Ｓ５９年９月築●
P３台可　日当良好　山東小・五霊中●
H２９年１０月内外装リフォーム済

御領２丁目売地
1,640　　握万円
八反田バス停歩４分●
地１８１.８８㎡（５５.０１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
分譲地内　日当良好●
託麻西小・東部中　建築条件無

池田２丁目売地
780　　渥万円
池田三丁目バス停歩２分●
地１５７㎡（４７.４９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　北側４ｍ道路　現状渡し●

建築条件無　池田小・京陵中校区

打越町売地
1,380　　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　更地渡し　建築条件無

植木町舞尾売家
1,380　　渥万

円
滴水バス停歩１分●
地４４７.６３㎡（１３５.４坪）木造２階建●
建２０１.４８㎡（６０.９４坪）Ｓ３４年月不詳築●
桜井小・鹿南中校区●
日当良好　県道２０８号線沿

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

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

三郎２丁目売地
1,780　　渥万

円
三郎バス停歩５分●
地２１４.５５㎡（６４.９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当・利便性良好　解体相談可●
整形地　尾ノ上小・錦ケ丘中校区
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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
八代市植柳新町２丁目売地
800　万円

麦島公民館前バス停歩１４分●
地３５３.００㎡（１０６.７８坪）●
唖畑茜一中娃５０％阿１５０％●
現況渡し　井戸掘削要●
要農地転用許可●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産 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。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！！

人吉市北泉田町貸マンション
月額7.7　万円
北泉田町バス停歩２分●
挨６４.７５㎡（１９.５８坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１６年９月築　ＲＣ６階建３Ｆ●
保証金２４万円　保険加入要●
駐車場２台込　床下収納●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

西区島崎７丁目売地
2,000　万円
島崎７丁目バス停歩３分●
地２１,４９９.４１㎡（６,５０３.５坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
古家有　広々敷地　セットバック要●
静かな環境　城西小、西山中校区●

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●

山鹿市鹿校通売店舗
650　万円

鹿本高校入り口バス停歩３分●
地１６５.２９㎡（５０坪）●
建１１４.４㎡（３４.６０坪）Ｓ６０年７月築●
現況空家　木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建●
国道３２５号線沿い　山鹿小・山鹿中校区●

中央区八王寺町売地
1,856.12　万円
食糧事務所バス停歩２分●
地２１９.１７㎡（６６.２９坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
周辺環境良好　セットバック必要●
春竹小、白山小、江原中、出水中校区●

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●

池田３丁目分譲宅地
1,360　～1,510　万

円
万
円

徳王バス停歩５分　●
地１９５.５４㎡（５９.１５坪）～２９３.６０㎡（８８.８１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
販売２区画　セブンイレブン約４５０ｍ●
ＡＰタウン約８００ｍ　高平台小・京陵中校区●

緯０９６（２３４）６４４５握
熊本県知事（８）第２８２５号

㈱南栄開発

建築条件なし 東区新生１丁目売地
2,400　万円
動植物園入口電停歩３分●
地２２７.６３㎡（６８.８６坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　ハウスメーカー選択可●
広々前面道路　泉ヶ丘小・湖東中●

東区花立１丁目売地
2,500　万円
健軍町電停歩１６分●
地２８０.６６㎡（８４.９０坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　ハウスメーカー選択可●
レッドキャベツ歩１分（８０ｍ）桜木小・中●

緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/一野）

国土交通大臣（４）第５８３０号

㈱アパートナー　米屋町店 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　即入居可●
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㎞●

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●

西原村小森売家
980　　渥万円
萌の里・俵山登山口バス停歩２０分●
地４９６㎡（１５０.０４坪）●
建７５.３５㎡（２２.７９坪）Ｈ１５年６月築●
木造平家建　２ＬＤＫ+ロフト●
山西小・西原中校区●

国府３丁目売家
3,980　　渥万

円
新水前寺駅歩１０分　Ⓟ３台可●
地１８２.８６㎡（５５.３坪）木造２階建●
建１２２.９７㎡（３７.１９坪）Ｈ２７年１２月築●
４ＬＤＫ　エネファーム・床暖房有●
西側５ｍ公道　白山小・出水中●

緯０９６（２７９）３８８９㈲ライフプランニング熊本県知事（７）第３４１６号

大津町大津売地
1,180　　握万

円
大津北中学校前バス停歩５分●
地２８０.８７㎡（８４.９６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●

城南町東阿高売地
450　万円

公会堂前バス停歩１分●
地１７５.３８㎡（５３.０５坪）更地●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発制度区域内●
東南角地　現状渡し●

三角町波多売地
347.2　万円
JR三角線三角駅歩２０分●
地２,１２６.６０㎡（６４３.２９坪）●
唖学校用地（現況宅地）●
茜区域外　実測済　建築可　更地●
宇土高校三角分校跡地●

㈱中央住建不動産 緯０９６（３７５）０５５５渥国土交通大臣（１）第８９１５号


