
北区鶴羽田３丁目売家
1,580　万円
菊南温泉前バス停歩５分●
地１９２.００㎡（５８.０８坪）●
建１２５.１１㎡（３７.８４坪）Ｓ５８年６月築●
木造瓦葺２階建　５ＬＤＫ●
こだわりの天然木材使用●

緯０９６（２９５）４６８８渥
熊本県知事（７）第３０３７号

㈱明日香リアルティ

H２７年１２月瓦全面葺替
H２９年４月外壁塗装済 菊池市泗水町吉富売地

395　万円
伝承館前バス停歩１５分●
地１８５㎡（５５.９６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件付き　更地渡　泗水小・中校区●
子育てに優しい閑静な住環境です●

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●

菊池市出田売地
880　万円

広瀬バス停歩１１分●
地８５１㎡（２５７.４２坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
広々敷地　平家建築可●
現況更地　即時引渡し可●

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

急募！！事業用地を探しています

※宅地・農地は問いません。戸建も募集中！！

１００坪～３００坪
熊本市南区・東区・菊陽町・合志市

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●

清水岩倉１丁目売家
1,500　万円
清水ヶ丘バス停歩２分●
地３４６.０４㎡（１０４.６７坪）RC２階建●
建２７０.４５㎡（８１.８１坪）S４１年７月築●
６LDK＋納戸　２面バルコニー●
Ⓟ７台以上可　清水小、清水中・竜南中●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥
熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

帯山３丁目売地
2,550　万円
帯山団地前バス停歩４分●
地２８５.５８㎡（８６.３８坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
現況有姿渡し　西側１４ｍ公道●
生活環境良好　帯山小・帯山中校区●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（１）第４９８２号

大和地所株式会社

水前寺２丁目売地
5,500　万円
北水前寺バス停歩４分●
地３１５.０６㎡（９５.３０坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件無　三方道路　閑静住宅街●
交通・生活環境良好　出水小・出水中●

南高江１丁目売地
1,276　　握万

円
合志町バス停歩２分●
地２４１.１９㎡（７２.９５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
城南小１,２００ｍ　城南中１,６００ｍ●
そよかぜ保育園５０ｍ　残り１区画●

合志市幾久富売家
2,600　　渥万

円
永江団地公民館前バス停歩３分●
地２６９.８８㎡（８１.６３坪）１Ｆ店舗／２Ｆ３ＬＤＫ●
建２００㎡（６０.５坪）Ｈ９年２月築●
南ヶ丘小・合志中校区●
２階住居部分（Ｈ１７年１２月リフォーム済）●

南区八分字町須崎売地
1,300　　渥万

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）●

南区八分字町池ノ端売地
2,095　　渥万

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）●

菊池市稗方売家
1,650　　渥万

円
一寸榎バス停歩２分●
地１,２４９.８８㎡（３７８.０８坪）●
建１１３.４５㎡（３４.３２坪）Ｈ１８年１０月築●
隈府小３.６ｋｍ　菊池南中３.６ｋｍ●
４ＬＤＫ　木造２階建　Ｈ２５年８月リフォーム済●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号上記物件HPに画像付で掲載!! シミズ不動産熊本県知事（１１）第１６９５号

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

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
２/１０土１１日１０：００～１７：００ 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●

松橋町松橋新築一戸建
1,980　万円
松橋中学校入口バス停歩２分●
地９８.１７㎡（２９.６９坪）木造２階建●
建８６.１１㎡（２６.０４坪）H３０年１月築●
３LDK　Ⓟ２台　角地　松橋小・中●
２/１０土１１日１２～１６時オープン●

城南町宮地売地
900　万円

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

京町本丁売マンション
2,950　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　３LDK＋WIC●
２/１０土１１日１２～１７時オープン●

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）

御船町御船売地
500　万円

中辺田見バス停歩５分●
地２５３.８８㎡（７６.７９坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿２００％●
西側約６ｍ公道　更地●
御船小・御船中校区●

合志市豊岡売地
980　万円

笹原入口バス停歩６分●
地２０８.０６㎡（６２.９３坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　東側約６ｍ公道●
合志南小・合志中校区●

保田窪５丁目売地
2,080　万円
新南部入口バス停歩１分●
地１９１.１９㎡（５７.８坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿２００％●
角地　バス通り沿い●
西原小・西原中校区●

新屋敷２丁目売地
5,793　万円
大江川鶴バス停歩１分●
地２０１.６１㎡（６０.９８坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
子飼橋通り沿　現況コイン姶●
大江小・白川小、白川中校区●

内坪井町売地
4,700　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●

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

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
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検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

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

御領２丁目売地
1,580　　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

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　P２台可●
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

住替・相続・資産売却等で
お考えの方、是非ご相談下さい
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中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地アパート用地・・
テナント用地等テナント用地等をを
探しています探しています。。

大窪１丁目売地
1,380　　渥万円
馬々鋏バス停歩５分　東側４m公道●
地２７８.４０㎡（８４.２１坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　高平台小校区●
旧国道３号線まで歩５分（４００m）

西梶尾町売地
2,680　　渥万円
北部総合支所前バス停歩２分●
地４５４.４９㎡（１３７.４８坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　広々敷地●
日当良好　川上小まで約３０m

明徳町売家
1,980　　渥万円
向坂バス停歩１３分●
地５２７.９４㎡（１５９.７坪）木造平屋建●
建１５０.８３㎡（４５.６２坪）Ｈ１２年１２月築●
５ＬＤＫ　広々敷地　P３台可●
日当良好　川上小・北部中校区

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

池田４丁目売地
2,080　　渥万円
JR崇城大学前駅歩３分●
地５４４㎡（１６４.５６坪）敷地広々●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
日当良好　アパート用地に適●

建築条件無　池田小・井芹中校区

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

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●

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●

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●

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●

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
八代市鏡町上鏡売家
900　万円

八代農業高前バス停歩７分●
地２２１.７４㎡（６７.０７坪）木造２階建●
建９２.０７㎡（２７.８５坪）H７年７月築●
３DK＋納戸　Ⓟ２台　鏡ヶ池公園近隣●
鏡小約５００ｍ・鏡中校区●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

南阿蘇村久石売家
1,350　万円
原尻バス停歩６分●
地１,１１６.００㎡（３３７.５９坪）●
建２０３.０６㎡（６１.４２坪）Ｈ５年２月築●
７ＬＤＫ＋納戸　２世帯対応可　南向き●
Ｈ２９年２月浴室・トイレリフォーム済●

緯０９６（２７３）６２３０渥

熊本県知事（２）第４７９３号

㈱ひごスタイル 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賃貸

花畑町貸店舗
月額129.6　万円
花畑町電停歩３分●
挨４４８.９２㎡（１３５.７９坪）　飲食店可●
S５０年３月築　ＲＣ１２階建２Ｆ●
礼金１ヶ月　保証金１０ヶ月●
銀座通り沿　１フロア１テナント●

緯０９６（３８４）０３１１渥

熊本県知事（５）第３８８２号

北九開発㈱ 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！！


