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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

土河原町売地
1,050　　渥万円
土河原バス停歩７分●
地２０９.６１㎡（６３.４０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
２方道路　古家有●
飽田東小・飽田中校区●

新大江２丁目売地
8,000　　握万

円
北水前寺踏切バス停歩２分●
地２６４.００㎡（７９.８６坪）建物有●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
解体更地渡し　ＪＲ水前寺駅歩５分●
託麻原小、帯山中・白川中校区●

出水４丁目売家
1,890　　渥万円
湧心館高校前バス停歩３分●
地１８９.１７㎡（５７.２２坪）木造２階建●
建１１９.１８㎡（３６.０５坪）Ｓ５１年３月築●
５ＬＤＫ　出水南小・出水中校区●
Ｈ２７年１月一部リフォーム済●

山鹿市大橋通売地
5,200　　渥万円
宗方バス停歩１分●
地１,４７３.００㎡（４４５.５８坪）更地●
唖雑種地・宅地茜近商娃８０％阿２００％●
三方角地　北側約１５ｍ・西側約１０ｍ公道●
敷地内水路有　山鹿小・山鹿中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号 緯０９６（３６４）５０１０
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菊陽町津久礼売店舗付住宅

5,980　　渥万円
ひばりヶ丘バス停歩３分●
地３４７.００㎡（１０４.９６坪）姶５台●
建３７１.２４㎡（１１２.３０坪）Ｈ１９年１２月築●
鉄骨造３階建　菊陽バイパス沿●
菊陽中部小・菊陽中校区●

近見７丁目売マンション
1,350　万円
近見八丁目バス停歩１分●
挨６２.１６㎡　Ｈ３年１０月築●
哀愛１７,０００円　８階建４Ｆ●
スーパー・コンビニ等周辺買物施設多数！●
リフォーム条件付マンションです♪●

イエステーション熊本中央南店　㈱すがコーポレーション 錆０１２０（４９５）３３３渥国土交通大臣（１）第００９０３３号

水前寺５丁目売マンション
1,580　万円
水前寺本町バス停歩４分●
挨７１.０２㎡　H１１年３月築●
哀愛１６,４００円　７階建５F●
人気の砂取小校区！　平置駐車場!!●
明るいリビングと生活動線の良い間取♪●

上代３丁目売家
2,280　万円
上代バス停歩３分●
地１６５.３１㎡（５０.００坪）木造２階建●
建１２０.８８㎡（３６.５６坪）Ｈ１２年６月築●
駐車並列２台可能!　カーポート有！●
九建ホーム施工の角地です!!●

出水３丁目売地
1,500　万円
出水３丁目バス停歩２分●
地１９０.４７㎡（５７.６１坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件無！　出水ふれあい通り１５０ｍ●
電車通り、東バイパスへのアクセス便利●

出水７丁目売地
2,050　万円
長溝団地入口バス停歩５分●
地２５１.８３㎡（７６.１８坪）建物有●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
敷地広 ７々６坪！！　角地の整形地！！●
建築条件無で住宅メーカー不問！●

☆スーパーマルエイ歩１分（約７５ｍ）
☆コスモス歩１分（約４０ｍ）
☆コンビニ歩５分（約３５０ｍ）

・クロス全部屋張替・洗面台交換
・畳、襖張替・トイレ交換
・フローリング上張り・ガスコンロ交換
・お風呂全面交換・レンジフード交換
※クロス、フローリング等お好きな色が選べます！

リフォーム内容

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

水俣市袋売家
1,600　万円
出月中央バス停歩３分●
地３１１.２８㎡（９４.１６坪）●
建１５０㎡（４５.３７坪）Ｈ１５年６月築●
木造瓦葺２階建　５ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
オール電化　袋小・袋中校区●

緯０９６（３３９）１４８３渥
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石原不動産㈱

東区月出６丁目売家
1,980　万円
月出小学校入口バス停歩３分　４ＬＤＫ●
地１８９.５４㎡（５７.３３坪）木造２階建●
建１１１.３４㎡（３３.６８坪）Ｓ５４年６月築●
Ｈ２９年１０月全面リ済　長嶺小・長嶺中●
日当・生活・交通環境良好　カーポート２台●

錆０１２０（３６）７１５３握

熊本県知事（１３）第１０６９号

㈱グリーン住宅

大津町美咲野３丁目売家
2,380　万円
美咲野団地バス停歩７分　姶２台●
地２２５.９７㎡（６８.３５坪）木造２階建●
建１２２.５５㎡（３７.０７坪）Ｈ１４年９月築●
エコキュート・洗面化粧台・エアコン・照明新品●
南向き　庭１０坪以上　区画整理地内●

オール電化　太陽光発電システム
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H３０年９月リフォーム済
３LDK

（４LDK可）

中央区上通町貸店舗
月額43.2　万円
水道町バス停歩３分　穐６ヶ月●
挨２４７.１５㎡（７４.７６坪）Ｈ７年３月築●
５階建地下１F　葵２１,６００円●
居酒屋跡居抜き物件　スケルトン渡し可●
桜井町通り沿い　手取神社横●

緯０９６（２２７）６２８２渥

熊本県知事（４）第４１７２号

㈱タケダコーポレーション 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　姶５台可●
エアコン付　店舗総合保険加入要●

菊陽町津久礼売アパート
3,480　万円
三里木駅歩８分●
地２０９.７０㎡（６３.４３坪）木造２階建●
建２０８.１４㎡（６２.９６坪）H１３年１１月築●
１LDK×４戸　太陽光設備付●
現在満室　利回り７.６６％可●

中央区国府２丁目売マンション
4,980　万円
国府電停歩８分●
地２０４.１９㎡（６１.７６坪）RC３階建●
建２５３.４３㎡（７６.６６坪）H１年７月築●
全９世帯（１K×８、４LDK×１）●
現在満室　利回り８.２２％可●

緯０９６（２４８）５５５７渥
熊本県知事（１）第５２５２号

㈱エムズエステート

東区健軍３丁目売地
1,400　万円
健軍町電停歩３分●
地１１７.４４㎡（３５.５２坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
ピアクレス・ローソン・銀行歩３分（２４０ｍ）●
建築条件なし　健軍小・湖東中●

緯０９６（２７３）７７７６渥

熊本県知事（１）第４９９９号

㈱アイアース不動産

合志市御代志売地
6,500　万円
御代志駅・バス停歩４分●
地１,６５２.９０㎡（５００坪）●
唖宅地茜調整　集落内開発区域●
県道大津西合志線沿　建物有（解体渡）●
飲食店・病院・保育園等適●

緯０９６（２８４）５６６７渥

熊本県知事（２）第４７４１号

㈱ボン・ライフ

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９渥熊本県知事（５）第３８７４号

菊池市稗方売家
1,650　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３.６㎞　菊池南中３.６㎞●
４ＬＤＫ　木造２階建　Ｈ２５年８月リフォーム済●

南区八分字町須崎売地
1,300　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）●

売買
宇土市新開町売地
520　万円

下新開バス停歩４分●
地２８５.４２㎡（８６.３４坪）●
唖宅地茜無指定　更地　建築可●
建築条件無　ＪＲ緑川駅歩１０分●
緑川小８５０ｍ　住吉中２,０５０ｍ●

緯０９６（２７９）３８８９握

熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

八代市植柳新町売家
1,250　万円
嫁坂バス停歩２分●
地２１９.００㎡（６６.２４坪）鉄骨２階建●
建１３７.３５㎡（４１.５４坪）Ｈ２年５月築●
４ＤＫ＋事務所（３９㎡）姶４台●
水回り新品、間取り変更可能●

緯０９６（２１３）８２００渥
熊本県知事（４）第４３２０号

有限会社foot（フット）

オープンハウス
９/２９土３０日１３：００～１７：００

八代市植柳新町１丁目８‐１５カーナビ検索

中央区水前寺３丁目売マンション
2,180　万円
ＪＲ豊肥本線　水前寺駅歩１分●
挨７３.１８㎡（２２.１３坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１８年９月築　シティライフ水前寺駅前南●
哀愛１３,３１０円　姶４,０００円　１４階建２Ｆ●
ルーフバルコニー　南向き角部屋バリアフリー●

オープンルーム開催
広々ルーフバルコニー付のお部屋

９/２９㈯・３０㈰　１３：００～１７：００

誠伸住宅株式会社 緯０９６（３８４）２３００握熊本県知事（３）第４５９６号

健軍４丁目売地
1,325　万円
健軍校前バス停・電停歩１分●
地８７.６０㎡（２６.４９坪）●
唖宅地茜近商●
娃８０%阿３００%●

緯０９６（２２３）７１８１渥
　０９０（８９１３）４２５７

熊本県知事（６）第３７５３号

㈱マスダ不動産開発

電車通り沿い
健軍校前バス停・電停前
既存の建物解体渡可

植木町鐙田売家
1,878　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３８㎡（８９.０４坪）●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
木造平家建　オール電化●
３ＬＤＫ　未使用建物です●

植木町一木売地
1,350　万円
五霊中バス停歩９分●
地３４３.４㎡（１０３.８７坪）●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
農地法第５条の転用許可取得済●
建築条件なし　閑静な住宅街●

植木町滴水売地
1,250　万円
桜井小前バス停歩６分●
地１,４１３㎡（４２７.４３坪）●
唖雑種地茜調整娃４０％阿８０％●
分譲住宅用地に適す●
集落内開発制度指定区域●

植木町鐙田売地
580　万円

ＪＲ植木駅歩４分●
地４５５.１８㎡（１３７.６９坪）南面道路●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発制度指定区域●
建築条件なし　桜井小校区●

㈲男澤建設 緯０９６（２７２）４５５２握熊本県知事（８）第２９６９号

中央区新屋敷３丁目売地
1億1,000　万円
大江渡鹿バス停歩４分●
地４３１.３９㎡（１３０.４９坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建物有（１４５.９５㎡/４４.１４坪）４LDK●
県道瀬田熊本線沿い　整形地●

住宅・マンション・店舗用地等
用途の多様性が高い立地です♪

緯０９６（２４５）６３２０渥
熊本県知事（１）第５０４７号

株式会社　ナイス・ワン

東区山ノ神１丁目売家
3,500　万円
小峯三丁目バス停歩４分　P４～５台可●
地３５６.４２㎡（１０７.８坪）木造２階建●
建１７７.４㎡（５３.６坪）H９年３月築●
５LDK＋WIC・納戸　家庭菜園可●
セキスイツーユーホーム施工●

東区沼山津１丁目売地
1,500　万円
秋津町バス停歩２分●
地２１４㎡（６４.７坪）更地●
唖雑種地茜二中娃６０％阿１５０％●
ドラッグストア約５０ｍ　閑静住宅街●
前面道路幅員約５.９m　秋津小・東野中●

緯０９６（３３１）０３６６渥㈱ニコニコ不動産熊本県知事（３）第４４２３号

東区沼山津１丁目売地
2,000　万円
桜木小学校入口バス停歩１分●
地２２１.３０㎡（６６.９坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
県道高森線約２０ｍ　秋津小・東野中●
ファミレス・銀行徒歩圏内●

東区花立３丁目売家
3,800　万円
東本町バス停歩４分●
地２６２.７７㎡（７９.４８坪）●
建１８８.８３㎡（５７.１２坪）H７年８月築●
南西角地　６ＬＤＫ　オール電化●
２世帯住宅向　委細相談●

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

西区池田２丁目売地
280　万円

上熊本車庫バス停歩７分●
地９５㎡（２８.７坪）●
唖宅地茜調整娃６０％阿２００％●
計画道路あり　更地●
山下団地前●

東区小山２丁目売地
4,437　万円
中山バス停歩１分●
地８６３㎡（２６１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
間口６０ｍ●
店舗事務所アパート向●

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。


