
甲佐町府領売地
350　万円

北原バス停歩５分●
地２３０.７１㎡（６９.７８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
閑静な住宅地　西南角地　日当り良好●
乙女小・甲佐中校区　現況更地●

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

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

㈱マスダ不動産開発 緯０９６（２２３）７１８１渥熊本県知事（６）第３７５３号

甲佐町緑町売地
795　万円

緑町バス停歩１分●
地３７５.５５㎡（１１３.６０坪）●
唖宅地茜区域外　建築可●
現況月極駐車場　東側６m公道●
上水道・合併浄化槽設置要●

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　!

御船町辺田見売地
746.7　万円
下妙見谷バス停歩１分●
地４１１.４５㎡（１２４.４６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
国道４４３号線沿　更地●
店舗・事務所用地適●

大津町陣内売地
2,000　　渥万

円
中陣内バス停歩１分●
地１,３４３.１８㎡（４０６.３１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●

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

花立５丁目売地
1,390　　渥万

円
山立窪バス停歩７分●
地１６３.７１㎡（４９.５２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
日当たり良好　閑静な住宅地●
南面道路　桜木東小・桜木中校区●

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
1,287　　渥万

円
菊陽バイパス入口バス停歩３分●
地２０２.６２㎡（６１.２９坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
光の森駅４６０ｍ　ゆめタウン６５０ｍ●
南面６m道路　弓削小・武蔵中校区●

八代市麦島西町売地
440　　渥万

円
麦島バス停歩２分●
地１９４.００㎡（５８.６８坪）●
唖畑茜二中娃６０％阿２００％●
閑静な住宅地　ローソン約１５０ｍ●
坪単価７.５万円　麦島小・八代第三中校区●

黒髪７丁目売家
1,698　　渥万

円
つつじヶ丘バス停歩４分●
地３６８.０１㎡（１１１.３２坪）４ＬＤＫ●
建９５.１１㎡（２８.７７坪）S４０年１２月築●
人気の平屋建　水廻り新品 ！●
姶２台可　黒髪小・桜山中校区●

田井島３丁目売家
3,180　　渥万

円
田井島バス停歩６分●
地２１４.６７㎡（６４.９３坪）２ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
建７２.８７㎡（２２.０４坪）Ｈ２８年１２月築●
松栄住宅の築浅物件　ゆめタウンはません１,４００ｍ●
カーポート付姶３台可　田迎南小・託麻中校区●

西原２丁目売地
2,472　　渥万

円
鉄工団地入口バス停歩３分●
地３１４.２５㎡（９５.０６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
マックスバリュ７６０ｍ　コスモス３３０ｍ●
建物有（解体渡し）西原小・中校区●

帯山７丁目売地
2,800　　渥万

円
帯山４丁目バス停歩５分●
地３２７.６１㎡（９９.１０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
マルキョウ約４００ｍ　シュロアモール約９００ｍ●
北西角地　帯山（西原）小・西原（帯山）中校区●

上熊本１丁目売マンション

3,930　　渥万
円

県立体育館北口バス停歩３分●
挨１０２.７５㎡（３１.０８坪）　３LDK●
H２０年７月築　Ｄ’クラディア上熊本マークタワー●
哀愛２４,５５０円　１５階建１５F●
最上階　南東角部屋　３面バルコニー●

米屋町１丁目売マンション

2,480　　渥万
円

商工会議所前バス停歩１分●
挨８９.４８㎡（２７.０６坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１９年９月築　フローレンス五福グランドアーク●
哀愛１１,９８０円　１５階建３Ｆ●
ゆめマート約３５０ｍ　セブンイレブン約１００ｍ●

壺川１丁目売地
1,980　　渥万

円
内坪井バス停歩３分●
地３７５.９９㎡（１１３.７３坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
マックスバリュ５００ｍ　二の丸公園７４０ｍ●
壺川小３００ｍ　京陵中７４０ｍ●

大津町大津売地
2,450　　握万

円
美咲野団地バス停歩８分●
地８５３.３９㎡（２５８.１５坪）●
唖宅地茜二低娃５０％阿１００％●
幹線道路沿い　広 ２々５８坪●
環境良し ！　美咲野小・大津北中校区●

上ノ郷２丁目売地
2,000　　渥万

円
上ノ郷町バス停歩３分●
地２４９.６２㎡（７５.５１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南西角地　イオンタウン約２３０ｍ●
閑静な住宅地　日吉小・中校区●

菊池市西寺売家
2,980　万円
西部市民センターバス停歩４分●
地１,６００.４９㎡（４８４.１４坪）●
建１６９.４３㎡（５１.２５坪）Ｈ１８年３月築●
北西側幅約７m公道●
菊之池小・菊池南中校区●

㈲熊コーポレーション熊本県知事（１）第５２１６号
ゆう

緯０９６（３８４）６１２３渥
HPにて動画公開中！

☆敷地４８４坪！！
☆Ⓟ普通車３０台以上可！！
☆４LDK＋納戸・屋根裏収納
　薪ストーブのあるこだわりの注文住宅
☆店舗や教室にもおススメ！！

オープン●●
００/００土００日００：００～００：００　オープンハウス２/１８日１０：００～１６：００ 菊池市西寺２１８３‐１ナビ

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

あさぎり町免田東売地
420　万円

上二子バス停歩５分●
地４５８.２４㎡（１３８.６１坪）実測●
唖宅地茜区域外　建物有　現況渡し●
建築可　JRあさぎり町駅歩６分●
免田小７８０m　あさぎり中２.４㎞●

三角町三角浦売地
560　万円

宇城市三角支所通りバス停歩１分●
地３４３.２４㎡（１０３.８３坪）平坦地●
唖宅地茜無指定　建物有　現況渡し●
建築可　JR三角駅歩７分●
三角小５００m　三角中２.６㎞●

南区川尻３丁目売地
580　万円

上外城バス停歩３分●
地１８１.８１㎡（５４.９９坪）平坦地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建物有　現況渡し　JR川尻駅歩１２分●
川尻小６５０m　城南中１.５㎞●

御船町小坂売地
600　万円

六嘉バス停歩８分●
地２６６.２３㎡（８０.５３坪）平坦地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
更地　北東４m公道●
小坂小１５０m　御船中３.６㎞●

南区銭塘町売地
720　万円

銭塘郵便局前バス停歩６分●
地４７２.８７㎡（１４３.０４坪）平坦地●
唖宅地・畑茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度区域　現況渡し●
銭塘小約６００m　天明中約１.４㎞●

㈱南部不動産 緯０９６（３５８）２１９８渥熊本県知事（２）第４６５３号

荒尾市増永売アパート
2,800　万円
有明高校前バス停歩８分●
地４９６.３２㎡（１５０.１３坪）姶８台●
建２０３.１２㎡（６１.４４坪）H１２年７月築●
軽量鉄骨造２階建　積水ハウス施工●
全４戸　満室時表面利回り９,０９％可●

緯０９６（２７３）７７７６渥

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

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世帯住宅向●

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２/１７土１８日１０：００～１７：００

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

南区土河原町売地
1,100　　渥万

円
土河原バス停歩１０分●
地３６８㎡（１１１.５坪）●
唖畑茜一低●
娃４０％阿８０％●
アパート・二世帯住宅向●

嘉島町上六嘉売地
440　　握万

円
西村入口バス停歩１０分●
地１８１㎡（５４.７５坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地域　建築可●
３.３㎡（坪）８万円●

北区津浦町売地
850　　握万

円
津の浦公民館前バス停歩１０分●
地２８８.１２㎡（８７坪）●
唖宅地茜準住●
娃６０％阿２００％●
高台　駐車１台可●

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●

八代郡氷川町売地
2,600　万円
法道寺バス停歩１分●
地２,８１７.８３㎡（８５２.３９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
事業用地可　現況更地●
竜北東小、竜北中校区●

東区西原１丁目売地
1,019.2　万円
西原郵便局前バス停歩３分●
地１２０.６２㎡（３６.４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０・２００％●
東ＢＰ約２００ｍ　阿蘇方面へのアクセス良し●
閑静な住宅地・西原小・中校区●

東区戸島西１丁目売家
2,480　万円
長嶺小学校入口バス停歩８分●
地１７５.９１㎡（５３.２１坪）木造２階建●
建１０２.８８㎡（３１.１２坪）Ｓ６２年９月築●
戸島西エリア♪の閑静な住宅街●
長嶺小・長嶺中校区　環境良し●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

売買
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

宇城市小川町江頭分譲宅地
450　～650　万

円
万
円

八の坪バス停歩８分●
地２０７.６６㎡（６２.８１坪）～３１９.０５㎡（９６.５１坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
全３区画販売　イオンモール宇城まで１.２㎞●
河江小・小川中校区　建築条件付●

錆０１２０‐２２‐００１５握
熊本県知事（６）第３７４２号

㈱アリストホーム

宇城市小川町３４０‐１カーナビ検索

北区四方寄町分譲宅地
1,156　～1,180　万

円
万
円

南原バス停歩８分●
地２０５.９２㎡（６２.２９坪）～２０５.９３㎡（６２.３０坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
全２区画販売　一方は北東角地●
川上小・北部中校区　閑静住宅地●

緯０９６（３２０）３２２３渥
熊本県知事（２）第４８２２号

㈱優しい住まい

カーナビ検索 熊本市北区四方寄町４５２番３

不知火町柏原売工場事務所付

1,990　万円
嫁坂バス停歩２分●
地４１４.３４㎡（１２５.３３坪）Ⓟ８台可●
建２１８.８５㎡（６６.２０坪）S４６年１２月築●
茜準工娃６０％阿２００％　旧国道３号線沿●
H２９年８月事務所リニューアル済●

緯０９６（３４４）６１１０渥

熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

鹿児島市錦江台3丁目売アパート
2,650　万円
星和台第１公園前バス停歩１分●
地１９９.６４㎡（６０.３９坪）RC２階建●
建１４７.２２㎡（４４.５４坪）H１５年３月築●
１K×６世帯　鹿児島国際大学約４３０m●
姶２台　満室時利回り１０.３７％可●

小倉南区下城野1丁目売アパート
1億8,500　万円
モノレール城野駅歩３分●
地３１０.０８㎡（９３.８０坪）RC６階建●
建１,１７４.８２㎡（３５５.３８坪）S６２年１月築●
全３４世帯（テナント×６含む）　姶２７台●
満室時利回り１０.７９％可●

㈱アパートナー米屋町店国土交通大臣（４）第５８３０号 緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/小林）

鹿児島市荒田２丁目売アパート
1億5,000　万円
騎射場電停歩６分●
地４１１.７７㎡（１２４.５７坪）●
建８２１.２７㎡（２４８.４５坪）●
RC５階建　H１年６月築●
全２４世帯　姶７台●

満室時
利回り８.８４％可
●１R×２０世帯
●２DK×４世帯
●鹿児島大学まで約３００ｍ
●電車通りまで約４００ｍ

賃貸
緯０９６６（２２）２３１１握

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！！

人吉市願成寺町貸マンション
月額6.3　万円
上新町バス停歩３分　保証金２１.９万円●
挨５８.０５㎡　２ＬＤＫ　Ｈ２６年１０月築●
ＲＣ４階建１Ｆ　姶６,０００円　葵４,０００円●
要家財保険加入　インナーバルコニー付●
エレベーター、オートロック、セキュリティーカメラ●

事業用
八代市古城町売地

2,150　万円
八代三中前（ゆめ）バス停歩６分●
地１,２９３.００㎡（３９１.１３坪）●
唖田茜準住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）５.５万円●
南幹線道路に面す●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産


