
合志市須屋売地
1,380　万円
東須屋バス停歩１分●
地２８６.００㎡（８６.５１坪）　更地●
唖山林茜一低娃４０％阿８０％●
角地　東側６ｍ公道●
西合志東小・西合志南中校区●

嘉島町鯰売地
1,580　万円
鯰バス停歩４分●
地２６５.００㎡（８０.１６坪）　更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側６ｍ公道　分筆渡し●
嘉島西小・嘉島中校区●

保田窪５丁目売地
1,980　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●

京町本丁売マンション
3,500　万円
京町柳川バス停歩１分●
挨１３９.２７㎡（４２.１２坪）●
H８年１０月築　壺川小・京陵中校区●
哀愛２３,２８０円　RC７階建６・７F●
メゾネットタイプ　４LDK　北東角部屋●

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

山都町馬見原売地
170　万円

馬見原中鶴バス停歩５分●
地１５８.２６㎡（４７.８７坪）古家有●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　東側１０m公道●
蘇陽南小・蘇陽中校区●

大津町錦野売地
200　万円

中栗バス停歩１分●
地４７９.５９㎡（１４５.０５坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　住宅・資材置場適●
大津東小・大津中校区●

大矢野町登立売地
450　万円

登バス停歩５分●
地１５８.２６㎡（４７.８７坪）●
唖宅地茜無指定　建築可●
古家有　更地渡し　別途畑等有●
登立小・大矢野中校区●

中島町売地
980　万円

中島バス停歩５分●
地３９６.００㎡（１１９.７９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件無　集落内開発区域内●
中島小・城西中校区●

谷尾崎町売地
2,980　万円
谷尾崎団地前バス停歩５分●
地１,０６５.０５㎡（３２２.１８坪）古家有●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　池上小・三和中校区●
事業用・アパート・施設用地適●

荒尾市西原町１丁目売家
2,800　万円
西原駅バス停歩２分　２棟合計●
地①３８８.７３㎡②３７９.８８㎡●
建①４２.４３㎡平屋建②１２８㎡２階建●
①S５１年月不詳築②H７年１１月築●
イオンタウン荒尾歩４分（３２０m）●

池上町売家
950　万円

JR熊本駅歩１７分●
地６８.７６㎡（２０.８０坪）木造２階建●
建９１.０８㎡（２７.５５坪）S５９年６月築●
４DK　システムキッチン●
春日小・花陵中校区●

高森町色見売家
1,250　万円
前原田楽前バス停歩１３分●
地８２７.００㎡（２５０.１６坪）木造２階建●
建１０２.７６㎡（３１.０８坪）H１５年７月築●
1LDK　トイレ２ヶ所　南向き　姶２台●
IHクッキングヒーター　シャッター雨戸●

清水新地１丁目売家
1,380　万円
堀川バス停歩１０分●
地２１４.６２㎡（６４.９２坪）６DK●
建１０５.１７㎡（３１.８１坪）S５０年１２月築●
木造２階建　姶４～５台可●
城北小・清水中歩１０分（８００m）●

池田２丁目売家
2,430　万円
池田三丁目バス停歩２分●
地１８６.３２㎡（５６.３６坪）木造２階建●
建８９.４２㎡（２７.０５坪）H２５年７月築●
姶５台可　池田小・京陵中校区●
３LDK　太陽光パネル４.３２kw設置●

㈱エストライフ不動産 緯０９６（２０２）４６２０渥熊本県知事（２）第４８１３号 東区月出２丁目５番３７号　エストビル１F ［estlife-f］で検索

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

鶴羽田３丁目売家
1,480　万円
菊南温泉前バス停歩５分●
地２６４.４８㎡（８０坪）●
建１０２.４３㎡（３０.９８坪）●
Ｓ４８年１２月築　４ＤＫ　姶１台●
平家建　温泉源泉付（別途）●

黒髪４丁目売事務所付住居

1,280　万円
立田自然公園入口バス停歩８分●
地１１３㎡（３４.１８坪）●
建６８.２４㎡（２０.６４坪）Ｈ４年５月築●
１Ｆ事務所・２Ｆ広々ロフト付１Ｒ　倉庫付●
Ｈ２８年５月リフォーム済　姶６台●

緯０９６（３５５）１６００渥
熊本県知事（７）第３１６９号

不動産セントラル 緯０９６（３３１）０３６６渥
熊本県知事（３）第４４２３号

㈱ニコニコ不動産

菊池市野間口売地
873　万円

西野間口バス停歩５分●
地９６２㎡（２９１坪）建築条件無●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
事業用・アパート用地等適●
菊之池小・菊池南中校区●

東区京塚本町売地
1,150　万円
工業高校北門前バス停歩３分●
地１３４.４７㎡（４０.６７坪）建築条件無●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
スーパー歩７分（５６０ｍ）　一部セットバック要●
尾ノ上小約４８０ｍ　錦ヶ丘中約１,０００ｍ●

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！！

人吉市下林町貸店舗
月額8.64　万円
ニシムタ前バス停歩１分●
建４１.７６㎡（１２.６３坪）●
Ｈ２２年４月築　保証金３ヶ月●
鉄骨造平屋建　エアコン・姶有●
店舗総合保険加入要●

山鹿市新町売店舗付居宅

6,000　万円
西上町バス停歩１分●
地１,６６６.６㎡（５０４.１４坪）●
建５２１.１６㎡（１５７.６５坪）５棟合計●
S４４年１０月・S５４年１月築　Ⓟ２０台可●
温泉施設付　国道３号線沿●

緯０９６（３３９）１４８３渥

熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

八代市麦島東町売家
600　万円

麦島（ゆめ）バス停歩５分●
地２５９.９０㎡（７８.６１坪）●
建８０.６８㎡（２４.４０坪）●
木造平家建　Ｓ４１年８月築●
４ＤＫ＋納戸　南側４.９ｍ公道●

緯０９６５（３２）６００３渥

熊本県知事（３）第４４６２号

にしざき不動産

松橋町豊福売家
1,980　万円
豊福バス停歩４分●
地９５６.４７㎡（２８９.３３坪）●
建９４.１４㎡（２８.４７坪）Ｓ４７年１１月築●
木造平家建　４Ｋ　広 ２々８９坪●
豊福小学校まで４００ｍ●

緯０９６４（３３）２７５５渥

熊本県知事（９）第２４０１号

西山地所

東区南町売家
2,780　万円
ＪＲアパート前バス停歩５分●
地２３５.４７㎡（７１.２２坪）南北道路●
建８３.４８㎡（２５.２坪）Ｓ６１年１０月築●
４ＤＫ平屋　健軍商店街（ピアクレス）約４００ｍ●
H30年１月悪済　いつでも内覧可能●

緯０９６（３７３）１６６６渥

熊本県知事（３）第４５４５号

しんわ不動産㈱

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

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

東区江津１丁目売地
449.31　万円
上画図橋バス停歩２分●
地９４.９７㎡（２８.７２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
日当り良し、周辺環境良好●
画図・出水南小、出水南・出水中校区●

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！●

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●

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●

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

緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

既存住宅を探しています！！

お住み替えのお手伝いも致します。

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●
２/２４土２５日１２～１６時オープン●

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●
２/２４土２５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）

池田１丁目売マンション
1,780　万円
電鉄上熊本駅歩１１分　姶有●
挨９６.８８㎡（２９.３０坪）Ｈ８年２月築●
哀愛１４,７００円　ＲＣ８階建６Ｆ●
南向き　４ＬＤＫ角部屋　ペット相談可●
逢２７.３１㎡　システムキッチン●

西区稗田町売地
1,650　万円
電鉄打越駅歩１９分●
地２６４.６９㎡（８０.０６坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
現状渡し　セットバック要●
池田小・京陵中校区●

東区花立２丁目売地
2,780　万円
桜木小学校西バス停歩２分●
地２９４.８４㎡（８９.１８坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
東側６m公道　上水道引込要●
桜木小・桜木中校区●
錆０１２０（３４５）７８７

渥緯０９６（３２７）９７７５　
熊本県知事（７）第３２２７号

エイブルネットワーク熊本健軍店　熊本地所㈱

南区城南町今吉野新築一戸建
2,692　　万円

（
税
込
）

今吉野バス停歩８分　Ｐ２台●
地１９４.６０㎡（５８.８６坪）木造平屋建●
建８３.００㎡（２５.１０坪）Ｈ２９年６月築●
３ＬＤＫ　ＪＩＯ瑕疵保険１０年付●
テラス屋根付　杉上小・城南中校区●

緯０９６（３７５）１１２５握フリベリー不動産㈱熊本県知事（３）第４６０６号
中央区出水８丁目８‐２０　ベリーM出水１F

南区城南町今吉野１０４９‐１ナビ
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・
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［フリベリー不動産］で検索　

オープンハウス２/２４土２５日１３：００～１７：００

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

龍田弓削１丁目売地
1,165　万円
ＪＲ武蔵塚駅歩９分・塚ノ本バス停歩３分●
地２２８.８㎡（６９.２１坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件付　北西４ｍ道路●
龍田小・龍田中校区　上下水道完備●

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●

西区中島町売地
490　万円

中原町バス停歩１０分●
地２９６.９５㎡（８９.８２坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件無　集落内開発●
分譲地内残り１区画●

緯０９６（２７５）２３１１握モーク不動産㈲熊本県知事（７）第３３１７号 [モーク不動産]で検索

通学も安心の中島小３００ｍ 南区八幡９丁目売家
1,060　　渥万

円
熊農前バス停歩１０分●
地２１３㎡（６４坪）平屋建●
建８９㎡（２７坪）Ｓ４７年１月築●
４DK（６・６・６・４.５・DK）●
H２９年２月リフォーム済●

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

中央区南熊本３丁目売地
3,000　　渥万

円
JR南熊本駅歩２分●
地２０５.３３㎡（６２.１１坪）実測●
唖宅地茜商業●
娃８０％阿４００％●
間口７.８m●

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㎡（８７.３坪）●
唖宅地茜準住●
娃６０％阿２００％●
高台　駐車１台●

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●

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●

武蔵ヶ丘８丁目売地
5,907.09　万円
武蔵中学校前バス停歩４分●
地８４９.０５㎡（２５６.８３坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
日当たり、交通、生活環境良好●
現況月極駐車場　武蔵小・武蔵中●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（１）第４９８２号

オープンハウス
２/２５日１１：００～１７：００

合志市豊岡２２１７‐６６カーナビ
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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。

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㈱

売買
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●

菊池市泗水町住吉貸店舗
月額13　万円
泗水バス停歩６５分●
挨１１８.１４㎡（３５.７３坪）●
Ｈ９年１月築　事務所にも適●
哀含む穐３ヶ月礼金１ヶ月●
別途来客者向け姶７台分あり（無料）●

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●
庭を撤去すれば車３台駐車可能●

緯０９６８（３６）９２０１渥㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

賃貸


