
菊池市泗水町売家
2,790　万円
富の原バス停歩６分●
地１,６０５.８０㎡（４８５.７５坪）駐車場５台可●
建１６８.８１㎡（５１.０６坪）Ｈ１６年７月築●
Ｈ２９年外壁塗装済　約１８０坪程の畑あり●
広い菜園・畑有（収穫多い）、大手建設メーカーの家●

山鹿市鹿校通２丁目売家
2,960　万円
鹿校通２丁目バス停歩３分●
地５５８.８９㎡（１６９.０６坪）●
建１８８.６８㎡（５７.０７坪）Ｈ６年６月築●
外壁Ｈ２７塗替済み！　浴室２重サッシ●
国道そば閑静な住宅地　買物便利　姶２台可●

西原村布田売地
500　万円

高遊バス停歩９分●
地２３２.４７㎡（７０.３２坪）●
唖宅地茜無指定●
南面道路！　阿蘇こうのとり保育園約７５０ｍ！●
ローソンまで約６００ｍ！　ＨＣナフコ約６５０ｍ！●

宇土市築籠町売地
630　万円

宇土バス停歩６分●
地２７２.２０㎡（８２.３４坪）●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
幹線１６ｍ道路沿い・日当たり良好●
宇土駅まで約１,２００ｍ●

八代市鏡町売地
465　万円

あんこうバス停歩１分●
地３２２.１８㎡（９７.４５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
バス停まで約８０ｍ、有佐小・鏡中校区●
ドラッグストア、ディスカウントストアまで約２６０ｍ●

合志市御代志売地
850　万円

救世教前バス停歩５分●
地２７４㎡（８２.８８坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
南側道路につき日当たり良好！●
西合志庁舎５７０m！　西合志図書館７３０m！●

宇土市岩古曽町売地
980　万円

上古閑バス停歩５分●
地５７４.４６㎡（１７３.７７坪）●
唖宅地茜無指定●
あつまるレークＣＣ約３.５㎞　熊本城南ＣＣ約６.７㎞●
チェリーゴルフ宇土コース約２.５㎞　南西角地●

宇城市松橋町松橋売地
1,090　万円
曲野バス停歩１６分●
地５１８.００㎡（１５６.７０坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
閑静な住宅街！　土地面積広 １々５６坪●
松橋小学校まで５４０ｍ！●

南区富合町廻江売地
1,090　万円
緑川橋バス停歩９分●
地４００.００㎡（１２１.００坪）●
唖田茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発制度区域、土地広 １々２１坪●
富合小・中校区　農地法５条許可要●

中央区九品寺売マンション

660　万円
尚絅校前バス停歩１分●
挨６２.７４㎡（１８.９７坪）３ＤＫ●
Ｓ５０年１月築　フラワーマンション九品寺●
哀愛２０,０００円　１１階建４Ｆ●
都心部まで徒歩圏内、室内清掃済み！●

北区龍田陳内売マンション

1,200　万円
龍田陳内３丁目バス停歩３分●
挨７５.７７㎡（２２.９２坪）３ＬＤＫ●
Ｈ９年２月築　ハウベストマンショングリーンヒル●
哀愛１５,２００円　１３階建２Ｆ●
Ｈ３０年９月全面リフォーム済！●

中央区米屋町売マンション

2,300　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●
ゆめマート熊本新町店約３５０ｍ、セブンイレブン約１００ｍ●

宇城市松橋町南豊崎売地
1,500　万円
南豊崎バス停歩１０分●
地１,１７２.７５㎡（３５４.７５坪）●
唖宅地茜無指定●
北西角地の広 ３々５４坪！　豊川保育園１５０ｍ●
豊川小・松橋中校区●

東区尾ノ上売マンション

2,290　万円
道南バス停歩１分●
挨８７.９８㎡（２６.６１坪）４ＬＤＫ●
Ｈ２０年９月築　サーパス尾ノ上●
哀愛２０,６００円　姶７,５００円　１０階建８Ｆ●
８階南西角部屋！　病院・銀行・買物施設充実！●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥
ガラリト熊本　検索

国土交通大臣（２）第００８４３２号
株式会社　明和不動産

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

高平３丁目売家
1,380　　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

出町売マンション

1,640　　渥万円
岩立小路バス停歩１分　４ＬＤＫ●
挨９８.３７㎡（２９.７５坪）Ｈ１年１１月築●
哀愛２０,５９２円　ＳＲＣ１１階建９Ｆ●
Ｈ３０年７月水回り交換　池田小・京陵中●

東南角部屋　日当・眺望良好　ペット可
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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

四方寄町売地
1,180　　握万円
南原バス停歩４分　日当良好●
地１８５㎡（５５.９６坪）分譲地内●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
川上小・北部中校区　建築条件無●
北バイパス・国道３号線３２０ｍ

和泉町売地
890　　渥万円
和泉バス停歩５分●
地４１０㎡（１２４坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　日当良好●

建築条件無　西里小・北部中校区

清水岩倉３丁目売家
2,380　　渥万円
岩倉台入口バス停歩２分　姶２台●
地２００.０５㎡（６０.５１坪）４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
建１３１.２５㎡（３９.７０坪）Ｈ１２年４月築●
軽量鉄骨造２階建　大和ハウス施工●

麻生田小・清水中校区　利便性良好

保田窪本町売地
8,780　　握万

円
保田窪バス停歩１分●
地７６７.０１㎡（２３２.０２坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
３方角地　店舗用地向　利便性良好●
保田窪本通り沿　西原小・西原中校区

京町本丁売マンション

2,780　　渥万円
往生院前バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨７３.６６㎡（２２.２８坪）Ｈ２６年１０月築●
哀愛１３,９２０円　ＲＣ１４階建９Ｆ●
プレミスト京町本丁　室内程度良好●
築４年　眺望良　熊大附属小２５ｍ

菊陽町花立２丁目売地
1,160　　握万円
西花立バス停歩３分●
地２０２.６４㎡（６１.２９坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
東側約６ｍ公道　分譲地内●
日当良好　建築条件無

麻生田２丁目売家
2,280　　渥万円
麻生田小前バス停歩４分●
地１５２.５１㎡（４６.１３坪）４ＬＤＫ●
建１０３.５㎡（３１.３０坪）Ｈ２３年１２月築●
鉄骨造２階建　オール電化　姶２台●

麻生田小・清水中校区　利便性良好

龍田４丁目売地
1,180　　渥万円
龍田迫の上バス停歩３分●
地３８６㎡（１１６.７６坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南西側４ｍ公道　整形地●

建築条件無　龍田小・龍田中校区

植木町内売地
780　　渥万円
砥石バス停歩２分　日当良好●
地７６６.７６㎡（２３１.９４坪）広々敷地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建物有　解体更地渡し　建築条件無●

山本小歩５分（４００ｍ）・五霊中校区

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

南区城南町東阿高売家
1,180　　握万

円
熊本バス御領バス停歩７分　姶２台●
地１７１.５８㎡（５１.９０坪）木造２階建●
建９５.２２㎡（２８.８坪）Ｈ４年１月築●
Ｈ３０年９月上旬内外装リフォーム工事済●
４ＬＤＫ＋納戸　内覧はいつでも可能です。●

大津町大津売家
1,000　　渥万

円
ＪＲ豊肥線　肥後大津駅歩１９分●
地１８６.４８㎡（５６.４１坪）木造２階建●
建１２２.５１㎡（３７.０６坪）Ｈ４年３月築●
４ＬＤＫ　オーナーチェンジ物件●
利回り９％可（年間賃料収入９０万円可）●

緯０９６（３７１）８４７８
熊本県知事（１）第５０４１号

㈱クラブハウスエステート

龍田陳内３丁目売マンション
1,280　万円
龍田陳内３丁目バス停歩２分●
挨７０.８４㎡（２１.４２坪）Ｈ９年２月築●
哀愛１５,０００円　ＳＲＣ１３階建５Ｆ●
３ＬＤＫ　南西向き　龍田西小・龍田中●
Ｈ３０年８月リフォーム済●

近見２丁目新築一戸建
2,690　万円
下近見バス停歩１分　姶２台可●
地１３２.２６㎡（４０.００坪）木造２階建●
建９８.１２㎡（２９.６７坪）Ｈ３０年９月築●
４ＬＤＫ　日吉小・日吉中校区●
イオンタウン西熊本約２７５ｍ●

神水１丁目売地
4,200　万円
八丁馬場電停歩２分●
地３２３.７２㎡（９７.９２坪）建物有●
唖宅地・雑種地茜近商●
娃８０％阿３００％　砂取小・出水中●
健軍神社参道沿い●
緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号

南区護藤町売地
1,058　万円
白藤団地入口バス停歩６分●
地５００㎡（１５１.２５坪）●
唖畑茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発地域内　日当良●
建築条件なし　飽田南小９００ｍ●

緯０９６（３４４）６１１０渥㈲サンアイ不動産熊本県知事（７）第３１８０号

西区春日１丁目売マンション
1,840　万円
春日１丁目バス停歩１分●
挨７７.０６㎡　逢１６.５９㎡●
Ｈ９年７月築　１４階建３Ｆ●
哀愛９,５００円　３ＬＤＫ●
敷地専用平置姶あり６,０００円●

サンシャインプラザ熊本駅通り
◎　北岡神社前バス停歩１分
◎　祗園橋電停　２５０ｍ
◎　ＪＲ熊本駅　３６０ｍ
◎　新幹線熊本駅　３６０ｍ
◎　田崎市場　１,９００ｍ
H３０年９月室内リフォーム済

城南町塚原売工場
2,000　万円
城南バス停歩１４分●
地１,２２６.８１㎡（３７１.１１坪）●
建２２３.２８㎡（６７.５４坪）S４４年１月築●
鉄骨・木造２階建　S５１年７月増築●
集落内開発制度地域●

菊陽町津久礼売店舗付住宅

5,980　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●

清水東町売地
1,448　万円
北津留バス停歩６分●
地４２１.５７㎡（１２７.５２坪）建物有●
唖宅地・雑種地茜一中娃６０％●
阿１５０％　北側約６ｍ公道●
清水小・竜南中校区●

宇土市馬之瀬町売倉庫
3,500　万円
御倉床バス停歩４分●
地２,３９４.７９㎡（７２４.４２坪）●
建８１５.７８㎡（２４６.７７坪）姶有●
軽量鉄骨造平屋建　Ｓ５０年１２月築●
国道５７号線沿い●

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

大津町大津売家
2,600　万円
町営住宅前バス停歩６分●
地５２５.２３㎡（１５８.８８坪）木造２階建●
建１１４.６１㎡（３４.６６坪）Ｓ５７年４月築●
３ＬＤＫ　浴室乾燥機・サンルーム付●
大津小・大津中校区●

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。

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

西原村布田売地
400　万円

西原台バス停歩６分●
地３３０㎡（９９.８２坪）区画整理地内●
唖山林茜区域内娃７０％阿２００％●
建築条件無　整形土地●
ホームプラザナフコより南へ６００ｍ●

大津町大津売地
1,390　万円
美咲野団地バス停歩１５分●
地５２９.９２㎡（１６０.３坪）建築条件無●
唖宅地茜区域内娃７０％阿２００％●
美咲野小学校まで１.６ｋｍ　南面道路●
清正公道に接道　阿蘇トンネルまで３００ｍ●

南阿蘇村河陰売家
1,800　万円
柿野バス停歩５分●
地３８７㎡（１１７.０６坪）古民家築り●
建１３７.８５㎡（４１.７０坪）Ｈ２１年１２月築●
洋６帖・６帖・６帖　ＬＤＫ１８帖　薪ストーブ有り●
住居及び別荘　阿蘇の山々が絶景です●

緯０９６（３８０）９００７渥㈱ベストプランツ熊本県知事（３）第４５９３号

中央区渡鹿４丁目売地
1,259　～1,730　万

円
万
円

江南病院前バス停歩４分●
地１８１.０２㎡（５４.７５坪）●
～２２５.２６㎡（６８.１４坪）
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１６０％　販売２区画●

緯０９６（２３４）６８６１渥

熊本県知事（１）第５２８５号

㈲渡辺都市開発プラン

東区月出１丁目売地
2,445　万円
三郎バス停歩３分●
地３３６.８５㎡（１０１.８９坪）●
唖宅地茜一中●
娃６０％阿１５０％　全２区画●
月出小・錦ヶ丘中校区●

緯０９６（３８２）３２６７渥

熊本県知事（１０）第２１６４号

㈲アナミ宅建企画

東区若葉６丁目売家
1,100　万円
中無田バス停歩６分●
地１８４㎡（５５.６６坪）●
建９８.９０㎡（２９.９２坪）Ｓ４６年１月築●
３ＤＫ（和８、６、６、ＤＫ６）●
Ⓟ１台　若葉小・東野中校区●

東区健軍１丁目貸事務所
月額15　万円
東部出張所前バス停歩２分●
挨９９.３７㎡（３０.０６坪）●
S５９年８月築　平家建●
穐３ヶ月　Ⓟ３台可●
家賃保証会社へ加入要●

緯０９６（３８４）２０５７渥
熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

菊陽町原水売地
①1,701　万円
緑陽台バス停歩２分●
地２７０.９１㎡（８１.９５坪）●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
区画整理地内　菊陽中部小●
幅１６ｍ公道沿●

菊陽町原水売地
②2,371　万円
緑陽台東バス停歩２分●
地３７８.００㎡（１１４.３４坪）●
唖田茜一中娃５０％阿１００％●
区画整理地内　菊陽中部小●
幅１６ｍ公道沿　角地●

緯０９６（３８２）０９２３握株式会社キタトキ熊本県知事（３）第４５７７号
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売買
中央区新大江２丁目新築一戸建

3,499　万円
熊高正門前バス停歩４分　姶２台可●
地１１４.５０㎡（３４.６３坪）木造２階建●
建９７.２０㎡（２９.４０坪）Ｈ３０年１２月完予●
６ｍ道路沿　残１区画　４ＬＤＫ●
託麻原小、帯山中・白川中校区●

緯０９６（３４０）１６１６渥

熊本県知事（６）第３７０８号

㈲フォーレスト開発

九品寺６丁目売マンション
1,990　万円
九品寺６丁目バス停歩２分●
挨６３.００㎡　Ｈ１８年１月築●
哀愛１０,０００円　１５階建８Ｆ●
スーパー・コンビニ徒歩圏内！●
眺望良好なペット可のお部屋！！●

錆０１２０（４９５）３３３渥

国土交通大臣（１）第００９０３３号
㈱すがコーポレーション　熊本中央南店

宇土市新開町売地
520　　握万

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●

西原村布田売家
680　　渥万

円
西原台バス停歩１４分●
地１６４.４２㎡（４９.７３坪）木造平家建●
建７２.９６㎡（２２.０７坪）H３年１月築●
H３０年１０月内装改装済　３DK●
山西小・西原中校区●

緯０９６（２７９）３８８９
熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

賃貸
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！！

人吉市鬼木町貸マンション
月額6.9　万円
人吉ＩＣ前バス停歩２分●
挨５９.５０㎡（１７.９９坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１７年１１月築　ＲＣ３階建１Ｆ●
オートロック　保証金２０.７万円●
姶１台込　保険加入要　買い物便利●

南区城南町下宮地新築一戸建
1,990　　万円

（
税
込
）

城南団地前バス停歩１３分　姶２台●
地１３３.８９㎡（４０.５０坪）木造２階建●
建９７.７１㎡（２９.５５坪）Ｈ３０年１０月築●
４ＬＤＫ　地震に強い耐震等級３取得●
南道路接道　日当良好　全２棟●

錆０１２０（９８７）３２０渥
熊本県知事（１）第５０３４号

㈲春コーポレーション

オープンハウス
１１/３土４日１０：００～１６：００

南区城南町下宮地９１２‐１２付近ナビ

松橋町松橋新築一戸建
1,880　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　エアコン１台付●
１１/３㈯４㈰１２～１６時オープン●

城南町東阿高売地
1,100　万円
東阿高バス停歩１分●
地８９２.１３㎡（２６９.８６坪）更地●
唖宅地・雑種地茜調整●
娃４０％阿８０％　国道沿い●
集落内開発区域内●

高橋町１丁目売地
1,250　万円
高橋中間バス停歩３分●
地２６０.０６㎡（７８.６６坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
平坦地　現況渡し●
南西４ｍ公道　セットバック要●

山鹿市熊入町売店舗付工場

3,800　万円
西上町バス停歩５分●
地１,１１３.９９㎡（３３６.９８坪）●
建６１７.０１㎡（１８６.６４坪）●
鉄骨造２階建　H４年８月築●
国道３号線沿い●

御船町木倉売アパート
5,250　万円
カルチャーセンターバス停歩４分●
地９３０.０７㎡（２８１.３４坪）全８戸●
建４２３.９８㎡（１２８.２５坪）Ｈ１１年８月築●
軽量鉄骨造２階建　別棟テナント有●
満室想定利回り１１.１％可●

北九開発㈱ 緯０９６（３８４）０３１１渥www.hokkyuu.jp（スマホ対応）
熊本県知事（５）第３８８２号

菊池市野間口売地
485　　渥万

円
野間口バス停歩３分●
地２４１.０１㎡（７２.９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
菊之池小・菊池南中校区　建築条件なし●
セブンイレブン・ローソンまで５００ｍ●

菊池市泗水町吉富売地
419　　握万

円
伝承館前バス停歩１５分●
地１９３.８４㎡（５８.６３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　更地渡し●
閑静な住環境です。建築条件無し●

菊池市広瀬売地
488　　渥万

円
花房バス停歩１分●
地１６６.９５㎡（５０.５０坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
バス停近の為通勤・通学に便利●
花房小まで１.５km　現況更地●

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号

八代市千丁町新牟田分譲宅地
672　～727.4　万

円
万
円

新牟田バス停歩５分●
地２３５.７５㎡（７１.３１坪）～２５３.１４㎡（７６.５７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
販売４区画　千丁小・千丁中校区●
千丁小７００ｍ、千丁郵便局３５０ｍ●

八代市出町分譲宅地
597.6　～840.9　万

円
万
円

出町バス停歩６分●
地１５８.０８㎡（４７.８１坪）～２４１.７７㎡（７３.１３坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿１６０～２００％●
販売９区画　代陽小・第一中校区●
代陽小７５０ｍ、八代通町郵便局５００ｍ●

八代市本野町字砂田分譲宅地
530.7　～628　万

円
万
円

高田小学校前バス停歩８分●
地１８４.６９㎡（５５.８６坪）～２１１.８７㎡（６４.０９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
販売３区画　高田小・第五中校区●
高田小３００ｍ、高田郵便局６００ｍ●

八代市大村町大間分譲宅地
710.3　～773　万

円
万
円

大村バス停歩５分●
地１８７.８９㎡（５６.８３坪）～２１２.９６㎡（６４.４２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
販売７区画　八千把小・第四中校区●
会知公園隣接、熊本労災病院８５０ｍ●

㈱共生住建 緯０９６（３２２）３３３３渥熊本県知事（５）第３８９１号


