
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

小国町北里売旅館
6,500　万円
道の駅ゆうステーションバス停車で８分（４.８ｋｍ）●
地１６,０８０㎡（４,８６４坪）●
建５７９.１４㎡（１７５坪）Ｓ４９年１０月築●
木造平家建　ロケーション良好●
露天風呂２棟　離れ湯３棟●

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

菊池市隈府売アパート
9,300　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８.５１％可●

大江６丁目売アパート
1億4,800　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８.３８％可●

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●

坪井５丁目売地
1,700　万円
坪井横丁バス停歩２分●
地１９６.４２㎡（５９.４１坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
西側約６m公道●
壺川小・京陵中校区●

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

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

植木町舞尾売家
1,250　　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

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）

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
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相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

貢町売地
1,080　　渥万円
秋鯰バス停歩１分●
地２３９㎡（７２.２９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　西里小・北部中●

南西角地　建築条件無　鈴麦線沿

大窪３丁目売地
880　　渥万円
五戸窪バス停歩６分●
地２０４.３９㎡（６１.８３坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南側４ｍ公道●
建築条件無　日当たり良好

西梶尾町売家
1,830　　渥万円
北部総合出張所前バス停歩８分●
地４０８.２９㎡（１２３.５坪）木造２階建●
建１２８.８㎡（３８.９６坪）S６３年２月築●
６LDK　南側５m公道　閑静な住宅街●
川上小歩５分（４００ｍ）・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

御領２丁目売地
1,490　　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

清水亀井町売地
980　　渥万円
亀井駅・亀井橋バス停歩５分●
地２７２㎡（８２.２８坪）更地●
唖山林茜一中娃６０％阿１５０％●
西側４ｍ公道　利便性良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区

四方寄町売家
1,400　　渥万円
四方寄バス停歩５分●
地３３０㎡（９９.８２坪）木造平屋建●
建１００.２㎡（３０.３１坪）Ｓ５４年１０月築●
５ＤＫ　西側４ｍ公道●
閑静住宅街　川上小・北部中校区

高平３丁目売家
1,480　　渥万円
山室バス停歩４分　５ＤＫ●
地２６２.０５㎡（７９.２７坪）分譲地内●
建１４０.３８㎡（４２.４６坪）Ｓ５０年１月築●
木・軽量ＳＲＣ２階建　積水ハウス施工●

閑静住宅地　高平台小・京陵中校区

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５国土交通大臣（１）第００８４３２号 ガラリト熊本　検索

菊陽町津久礼売家
1,750　　渥万円
新成南バス停歩５分●
地１８１.７４㎡（５４.９７坪）４ＬＤＫ●
建９７.３３㎡（２９.４４坪）Ｈ６年６月築●
南西角地　イワイホームの家　菊陽西小校区●
ゆめタウン光の森まで約１,３００ｍ●

長嶺南６丁目売地
1,700　　渥万

円
長嶺小学校入口バス停歩２分約１４０m●
地２３０.４５㎡（６９.７１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
スーパーキッド小峯店５００m　アタックス戸島８００m●
長嶺小・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●

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１１ｍ道路沿い　間口３０ｍ●
事業用地・アパート用地最適●

合志市御代志売地
1,000　　渥万

円
救世教前バス停歩５分●
地２７４.００㎡（８２.８８坪）●
唖宅地茜無娃４０％阿８０％●
南側道路につき日当り良好●
西合志庁舎まで５７０m　西合志図書館まで７３０m●

益城町馬水売地
1,325　　渥万

円
上野添バス停歩３分●
地３７７.８３㎡（１１４.２９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
ドラッグコスモスまで約３００m！●
広安小・益城中校区●

オープンハウス
４/１４土１５日１１：００～１６：００

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

南区白藤２丁目売地
1,280　万円
ＪＲ川尻駅歩１４分●
地１９４.７２㎡（５８.９０坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南面道路で建築条件無●
公園近隣　力合小・力合中校区●

西区稗田町売地
1,510　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●

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㈱
錆０１２０（３４５）７８７渥
緯０９６（３２７）９７７５　 緯０９６（２２３）７１８１渥

熊本県知事（６）第３７５３号

㈱マスダ不動産開発

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●

黒髪６丁目売地
1,458　万円
小碩橋バス停歩１分●
地２２９.６２㎡（６９.４６坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
北西側県道に８.５８ｍ接道●
住宅・事務所・店舗適●

南区中無田町売家
980　万円

中無田バス停歩８分●
地７８８.５８㎡（２３８.５４坪）●
建１０７.６４㎡（３２.５６坪）Ｓ５０年１０月築●
７ＬＤＫ　現状渡し●
日当良好●

南区島町１丁目売家
980　万円

薄場バス停歩６分●
地１００.０３㎡（３０.２５坪）●
建７９.００㎡（２３.８９坪）S６０年５月築●
交通、買物便良　４DK●

南区白石町売地
1,150　万円
並建バス停歩２分●
地５４０.６６㎡（１６３.５４坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建物２階建有●
集落内開発地域内●

緯０９６（３３１）７６６７渥㈲エステート仁熊本県知事（４）第４１９８号

一の宮町坂梨売家
1,000　万円
坂梨農協前バス停歩１０分●
地４８８.００㎡（１４７.６２坪）木造平家建●
建１２７.９０㎡（３８.６８坪）Ｓ５９年４月築●
４DK＋広縁＋倉庫　程度良●
P４台可　家庭菜園可　日当良●

緯０９６（２７４）５５２５渥
熊本県知事（５）第３６９４号

純和風な箕甲造　即入居可

㈲向日葵リハウス
ヒ マ ワ リ

阿蘇市一の宮町坂梨９１７‐７ナビ検索

菊陽町武蔵ヶ丘北１丁目売家
2,320　万円
武蔵ヶ丘小学校前バス停歩４分●
地１７１.００㎡（５１.７２坪）木造２階建●
建１１５.５８㎡（３４.９６坪）H７年３月築●
４LDK　日当・生活・交通環境良好●
H２８年３月外壁改修工事済●

新生１丁目売地
1,680　万円
泉ヶ丘小学校前バス停歩３分●
地２３１㎡（６９.８７坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
泉ヶ丘小歩３分（２４０ｍ）　湖東中校区●
ピアクレス７２０ｍ　生活交通環境良●

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（１）第４９８２号

オープンハウス
４/１４日１５日１１：００～１６：００

売買
下江津８丁目売地

1,600　万円
セイラタウン南バス停歩３分●
地１８５㎡（５５.９６坪）更地●
唖田茜一低娃４０％阿８０％●
南側約９m公道　セイラタウン●
画図小約１２０m　湖東中・出水南中●

緯０９６（３７５）５０９９（直通）渥

熊本県知事（８）第２８３１号

㈱ハウスレッシュ

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

八代郡氷川町宮原売地
1,390　万円
宮原公民館前バス停歩１分●
地５４１.３２㎡（１６３.７５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿４００％●
国道３号線沿　古家有●
住宅・事務所・店舗適●

中央区新大江３丁目売マンション
1,350　万円
南平バス停歩５分　３LDK●
挨８４.８４㎡（２５.６６坪）H１年１２月築●
哀愛２２,７７０円　Ⓟ８,０００円（平面）●
１１階建６F　託麻原小・帯山西小、帯山中●
東南角部屋・三面採光・日当良●

緯０９６（３７２）３０８８渥
熊本県知事（６）第３５９４号

㈲大﨑不動産管理

菊池市泗水町福本売地
620　万円

高江バス停歩５分●
地１６５.２９㎡（５０坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　岸病院４４０m●
マルショク７５０m　肥後銀行４１０m●

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●

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●
車１台駐車可能●

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●

京町本丁売マンション
2,790　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●
４/１４㈯１５㈰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）

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　角地●
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　フラット３５適合証明書●
４/１４㈯１５㈰１２～１６時オープン●

京町２丁目売マンション
870　万円

京町柳川バス停歩１分●
挨６２.７５㎡（１８.９８坪）S４９年９月築●
哀愛１６,３００円　RC６階建６F●
３LDK　Ⓟ近隣７,０００円／月●
南面バルコニー　H２９年３月㋷済●

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
４/１４土１５日１０：００～１７：００ 東区新外２丁目売家

1,498　万円
新外バス停歩２分　建物設備良●
地１６５.５０㎡（５０.０６坪）木造２階建●
建１０２.３０㎡（３０.９４坪）Ｓ４９年１０月築●
４ＤＫ　姶２台　交通買物便良●
山ノ内小・錦ヶ丘中校区●

北区高平１丁目売家
1,580　万円
山伏塚バス停歩５分　津の浦団地内●
地１７８.５０㎡（５３.９９坪）木造２階建●
建１０３.７８㎡（３１.３９坪）S５２年７月築●
５ＤＫ　６m道路　Mrマックス４００m●
高平台小１６０m・京陵中校区●

大牟田市手鎌売地
500　万円

手鎌バス停歩１分●
地２９９.３４㎡（９０.５５坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
３.３㎡（坪）５.５３万円　東側公道●
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●

㈱エステートジャパン 緯０９６（３８４）５４００渥熊本県知事（１０）第１９８０号
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賃貸
北区清水本町貸店舗

月額112　万円
高平橋バス停歩３分●
挨１,３００㎡（３９３.２５坪）●
Ｓ５８年１０月築　ＳＲＣ４階建３Ｆ●
礼金１ヶ月　穐２ヶ月　Ｈ３０年３月リフォーム済●
貸店舗・貸事務所・貸倉庫向き●

緯０９６（３４４）４８１６握
㈱岩下樹木園

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●

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。


