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㈱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　!

㈲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●

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●

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
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

緯０９６（３７０）３８８３
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㈱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

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

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●

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●

南阿蘇村河陰売家
1,400　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●

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●

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●

緯０９６（３３８）５９３６渥
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上記物件HPに画像付で掲載!!

龍田弓削１丁目売地
2,190　万円
塚ノ本バス停歩５分●
地４５２㎡（１３６.７３坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　武蔵塚駅歩５分●
龍田小・龍田中校区●

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●

現地案内会
１２/９土１０日１０：００～１７：００

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●

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●

大江６丁目売アパート
1億5,300　万円
味噌天神前電停歩４分●
地３６３.６７㎡（１１０.０１坪）全２８戸●
建６７５.２０㎡（２０４.２４坪）Ｈ６年１０月築●
鉄骨造４階建　オーナーチェンジ●
賃貸中　表面利回り８.０７％可●

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●

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

水前寺１丁目売地
2,100　　万円
水前寺駅前通りバス停歩２分●
地１０１.７５㎡（３０.７７坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
北西側１２ｍ公道●
出水小・出水中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号

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●

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
ガラリト熊本　検索

春日１丁目売マンション

3,990　　渥万円
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　　握万円
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●

健軍本町売地
2,280　　渥万円
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　　渥万

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●

島崎１丁目売地
1,890　　渥万円
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●

白藤２丁目売マンション

1,540　　渥万
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●
河尻神宮の北側　力合小・中校区●

健軍１丁目売地
2,760　　渥万円
神水町バス停歩６分●
地２３８.９２㎡（７２.２７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
現況更地の整形地！！　健軍小約１７０m●
マリスト学園の北側　健軍小・湖東中校区●

大津町大津売地
800　　渥万円
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％●
二面道路　静かな環境●
美咲野小・大津北中校区●

弓削５丁目売地
1,348　　渥万円
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●

大津町陣内売地
2,000　　渥万

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●

山室２丁目売家
2,100　　渥万円
山室バス停歩９分●
地２７８.００㎡（８４.０９坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１９４.８７㎡（５８.９４坪）Ｈ１２年９月築●
熊本機能病院約８００ｍ　北バイパス約６００ｍ●
高平台小・京陵中校区※竜南中緩衝区域●

新外３丁目売家
2,480　　渥万円
道南バス停歩７分●
地３００.１２㎡（９０.７８坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１６０.３２㎡（４８.４９坪）Ｈ７年４月築●
南面道路につき日当たり良好●
サンルームテラス付！　山ノ内小・錦ヶ丘中校区●

米屋町１丁目売マンション

1,300　　渥万円
呉服町バス停歩３分●
挨６６.５１㎡（２０.１１坪）３ＬＤＫ●
Ｈ２年３月築　朝日プラザ五福プティックス●
哀愛１７,９００円　１３階建３Ｆ　南西角部屋●
セブンイレブン約４０ｍ　五福小・藤園中校区●

新大江１丁目売マンション

2,380　　渥万円
水前寺駅北口バス停歩２分●
挨８５.１０㎡（２５.７４坪）●
Ｈ１４年８月築　パークマンション熊高正門前新大江●
哀愛１５,７５０円　姶７,０００円　１４階建９Ｆ●
南西角部屋　免震構造　託麻原小・帯山中校区●
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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・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　解体更地渡し●

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

池田２丁目売家
3,680　　渥万

円
電鉄池田駅歩２分　オール電化●
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　池田小・京陵中

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

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区東野２丁目新築一戸建
2,790　万円
健軍町電停歩１６分　南向き●
地１４９.０１㎡（４５.０７坪）木造２階建●
建９７.２９㎡（２９.４３坪）Ｈ２９年６月築●
４ＬＤＫ＋ＷＣＬ　トイレ２ヶ所　姶２台●
地震に強い耐震等級３取得●

緯０９６（３３１）０３６６渥

熊本県知事（３）第４４２３号

㈱ニコニコ不動産 エイブルネットワーク熊本健軍店　熊本地所㈱熊本県知事（７）第３２２７号 錆０１２０（３４５）７８７
渥緯０９６（３２７）９７７５　

東区画図町下無田売地
450　万円

水神前バス停歩２分●
地１６１.９８㎡（４８.９９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件無　セットバック要●
イオンモール熊本車で９分（５.４㎞）●

中央区黒髪１丁目売地
750　万円

電鉄黒髪町駅歩５分●
地８１.１８㎡（２４.５５坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
閑静な住宅街　セットバック要●
西側公道　井戸有●

東区神園２丁目売地
780　万円

中山バス停歩９分●
地１８４.４１㎡（５５.７８坪）高台●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
更地　浄化槽設置要●
住宅・作業場・工場用地可能●

松橋町曲野売地
1,420　万円
曲野バス停歩５分●
地７３６.６１㎡（２２２.８２坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
植栽・ブロック塀撤去など相談可能●
公共下水工事中　北側４ｍ公道●

東区保田窪３丁目売地
2,150　万円
ＪＲ東海学園前駅歩１９分●
地２５８.２６㎡（７８.２６坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
西原小約８００ｍ・西原中約６００ｍ●
マルキョウ約３００ｍ　南側４ｍ道路●
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賃貸
中央区新町４丁目貸マンション

月額6.5　万円
新町電停歩１分　一新小・西山中●
挨６３.９６㎡（１９.３４坪）Ｓ４９年９月築●
ＲＣ１０階建４Ｆ　３ＤＫ　葵込　穐２ヶ月●
３面採光・バルコニー　交通便良●
Ｈ２９年１０月悪済　水回り全て新品●

緯０９６（３７１）３２２１渥

熊本県知事（５）第３７７５号

松下管理㈲ 緯０９６６（２２）２３１１渥不動産のウラタ㈱熊本県知事（１１）第１６９４号

人吉市南泉田町貸店舗
月額8.64　万円
山田橋バス停歩５分　葵３,２４０円●
建３４.８３㎡（１０.５３坪）Ｓ４１年１月築●
木造瓦葺平家建　保証金２５万円●
店舗総合保険加入要●
Ｈ２９年１０月リフォーム済●

飲食店向き
カウンター・トイレ有

土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！ 事業用

中央区帯山１丁目 売アパート
8,900　万円
東水前寺バス停歩４分●
地３１２.２１㎡（９４.４５坪）●
建４４３.１９㎡（１３４.０７坪）●
H１年３月築　東側公道●
入居率良好（２０/２１入居中）●

八代市鏡町鏡 売アパート
1,480　万円
会社前バス停歩５分●
地４９３.５６㎡（１４９.３１坪）木造２階建●
建２３１.８６㎡（７０.１４坪）S６１年２月築●
２LDK（メゾネット）×５戸　姶９台●
現在満室　利回り１５.６５％可●

中央区出水６丁目売アパートナー

5,800　万円
八王寺中央公園前バス停歩５分●
地３０１.１４㎡（９１.１０坪）木造２階建●
建２７２.１６㎡（８２.３３坪）H３年２月築●
１K＋ロフト×１６戸　満室時利回り９.５１％可●
現在満室　H２９年２月大規模修繕済●

東区八反田３丁目売アパート
7,450　万円
八反田バス停歩４分　現在満室●
地３９７.３４㎡（１２０.２０坪）木造２階建●
建３４５.１４㎡（１０４.４１坪）H３年２月築●
１K＋ロフト×１８戸　利回り９.０３％可●
H２８年９月大規模修繕済●

中央区出水１丁目売アパート
1億500　万円
水前寺公園前バス停歩１分●
地２８４.５３㎡（８６.０８坪）SRC８階建●
建６４３.９９㎡（１９４.８２坪）H１年４月築●
１K×１２戸・テナント×３戸　全室角部屋●
入居率良好　満室利回り９.１６％可●

天草市亀場町亀川 売アパート
1億7,500　万円
浜田バス停歩２分　オートロック付●
地６３４.０６㎡（１９１.８１坪）RC６階建●
建１,０７２.４１㎡（３２４.４２坪）H１４年２月築●
２LDK×１６戸・１K×８戸　姶１７台●
入居率良好　利回り８.７２％可●

㈱アパートナー熊本支店 緯０９６（３２７）０５１１渥 （担当/青山）国土交通大臣（４）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F

現在満室　利回り９.２３％可

◎1K×21戸
◎鉄筋コンクリート造
　3階建
◎H24年3月
　外装リフォーム済

アパートの売却をアパートの売却を
お考えの方お考えの方
ご相談下さい！！ご相談下さい！！

アパートの売却を
お考えの方
ご相談下さい！！

アパートの売却を
お考えの方
ご相談下さい！！

アパートの売却を
お考えの方
ご相談下さい！！

全国ネットで資産運用のお手伝い アパートナー　売買 検索 ➡

売買
㈱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●

西区春日６丁目売地
540　万円

春日６丁目バス停歩３分●
地１８１.００㎡（５４.７５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
角地　眺望良し　閑静な住宅地●
現況更地　春日小・花陵中校区●

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。
ご検討中のお客様のご紹介もよろしくお願い致します。

八代市東片町売家
980　万円

東片バス停歩２分●
地１６４.００㎡（４９.６１坪）●
建９３.４２㎡（２８.２５坪）●
木造２階建　Ｓ４４年１２月築●
６ＤＫ　姶３台分　即引渡し●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

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●

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●

緯０９６（２７９）３８８９
熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

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●
４ＬＤＫ＋ロフト、駐車１０台可●

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、オール電化のバリアフリー住宅
発電額が月最大９万円有り
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Ｈ２７年２月築

錆０１２０（４９５）３３３渥㈱すがコーポレーション　熊本中央南店国土交通大臣（１）第００９０３３号

出水８丁目売家
2,750　万円
長溝団地バス停歩１０分●
地２５８.１９㎡（７８.１坪）木造２階建●
建１３９.７５㎡（４２.２７坪）Ｈ１７年４月築●
日当良好！！　オール電化のお家です♪●
収納充実！！　お部屋変更可能な作業場あり！●

富合町大町売家
2,580　万円
緑川橋バス停歩１１分●
地２３５.６０㎡（７１.２７坪）軽量鉄骨造２階建●
建１２１.２６㎡（３６.６８坪）Ｈ２２年９月築●
Ｈ２２年築　！　住宅性能評価取得済　！●
ダイワハウス施工のオール電化住宅♪●

オープンハウス
12/10㈰午後１時～午後５時


