
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

菊池市出田売地
880　　渥万

円
広瀬バス停歩１１分●
地８５１㎡（２５７.４２坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
広々敷地　平家建築可●
現況更地　即時引渡し可●

菊池市泗水町福本売地
1,200　　渥万

円
高江バス停歩５分●
地４５２.７８㎡（１３６.９６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●

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（１）第５０６２号

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●

菊池市泗水町吉富売地
350　　渥万

円
富の原バス停歩１９分●
地１５０㎡（４５.３７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小校区　建築条件付き●
現状更地　即時渡し可●

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会 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。

黒髪６丁目売地
1,170　万円
黒髪６丁目バス停歩１分●
地１９３.４１㎡（５８.５坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１６０％●
黒髪小・桜山中校区●

緯０９６（３３１）２２００渥

熊本県知事（３）第４５８６号

㈱美創

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

泗水町豊水売地
467.5　万円
電鉄泗水孔子公園前バス停歩１５分●
地２８１㎡（８５坪）●
唖宅地茜無指定●
娃７０％阿２００％●
全３区画●

泗水町豊水売地
620　万円

電鉄富バス停歩８分●
地３０６.５０㎡（９２.７１坪）●
唖雑種地茜無指定●
娃７０％阿２００％●

緯０９６８（２３）８０１５渥
熊本県知事（６）第３６７９号

有限会社　川口開発

戸島３丁目売家
1,770　万円
北向バス停歩４分●
地２０３.５０㎡（６１.５５坪）●
建１２１.８３㎡（３６.８５坪）●
４LDK＋納戸　Ｓ６０年１０月２日築●
水回り交換済　建物程度良●

八代市鏡町下有佐売地
1,280　万円
花岡バス停歩３分●
地１,２１８.４０㎡（３６８.５６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
造成済　現況更地●
鏡小・鏡中校区　即建築可●

緯０９６（３４４）６１１０渥㈲サンアイ不動産熊本県知事（７）第３１８０号

オール電化住宅
Ⓟ５台可　収納多し　角地

御船町御船売地
500　万円

中辺田見バス停歩５分●
地２５３.８８㎡（７６.７９坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿２００％●
西側約６ｍ公道　更地●
御船小・御船中校区●

御船町辺田見売地
750　万円

辺田見バス停歩３分●
地５７９.６９㎡（１７５.３５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物有　南側４m道路●
御船小・御船中校区●

大津町大津売地
900　万円

町営住宅前バス停歩６分●
地２０１.８０㎡（６１.０４坪）更地●
唖宅地・雑種地茜二低●
娃５０％阿１００％　南東角地●
大津小・大津中校区●

松橋町両仲間売地
1,680　万円
熊本南病院入口バス停歩９分●
地８００.００㎡（２４２.００坪）角地●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
要農転許可後建築可●
豊福小・松橋中校区●

本山町売マンション
1,850　万円
JR平成駅歩４分　●
挨６７.７０㎡（２０.４７坪）３ＬＤＫ●
Ｈ１３年１１月築　向山小・江南中●
哀愛１８,７００円　ＳＲＣ１０階建３Ｆ●
団地入口バス停歩３分●

天草市亀場町亀川売アパート
4,000　万円
亀川バス停歩４分　鉄骨造２階建●
地１,１３１.３１㎡（３４２.２２坪）●
建２７３.５７㎡（８２.７５坪）H１３年４月築●
２DK×５、１DK×１　現況満室●
別途貸家付　表面利回り９.３%可●

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

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

山鹿市山鹿売地
1,079　万円
栄町バス停歩１分●
地４１９㎡（１２７坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
山鹿プラザ歩５分（４００ｍ）　県道沿●
間口１４ｍ　３.３㎡（坪）８.５万円●

緯０９６（３８８）１１８１握

熊本県知事（１６）第１５１号

清住土地㈱

中央区神水本町売地
2,774　万円
熊商前電停歩３分●
地２２９.３１㎡（６９.３６坪）●
唖宅地茜一低娃４０%阿８０%●
砂取小２００ｍ　出水中校区●
体育館２００ｍ、図書館３００ｍ●

緯０９６（３８４）２０５７渥

熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

東区南町売地
3,060　万円
広木バス停歩５分　健軍町電停歩１０分●
地３３７.８６㎡（１０２.２０坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
泉ヶ丘小学校８００ｍ　東野中学校１,２００ｍ●
２区画分筆可　住宅用地●

東区南町売地
1,153　万円
広木バス停歩５分●
地１４６.６４㎡（４４.３５坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
泉ヶ丘小学校８００ｍ　東野中学校１,２００ｍ●
健軍町電停歩１０分●

緯０９６（３８０）９００７渥
熊本県知事（３）第４５９３号

㈱ベストプランツ

江津１丁目売地
2,460　万円
上画図橋バス停歩３分●
地３５３.７１㎡（１０６.９９坪）●
唖宅地茜準住・一低●
娃４０％・６０％阿８０％・２００％●
建築条件なし　東側４ｍ道路●

京町２丁目売地
4,650　万円
京町柳川バス停歩２分●
地３５８.３６㎡（１０８.４０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　引渡条件応相談●
熊大附属小５５０ｍ・附属中７００ｍ●

熊本県知事（１）第５２１６号

㈲熊コーポレーション
ゆう 緯０９６（３８４）６１２３渥

HPにて動画公開中！

西原村布田売地
420　万円

西原役場前バス停歩１分●
地３１１.９９㎡（９４.３７坪）更地●
唖宅地茜区域外　建築可●
建築条件無　西原小・西原中●
セブンイレブン５６６ｍ●

益城町広崎売地
660　万円

広崎バス停歩５分●
地１９８.８９㎡（６０.１６坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　広安西小・益城中●
セブンイレブン７７７ｍ●

八代市妙見町売家
1,980　万円
八代市立病院前バス停歩２分●
地２７１.００㎡（８１.９７坪）●
建１３４.００㎡（４０.５３坪）Ｈ２１年３月築●
木造瓦葺２階建　４ＬＤＫ　姶２台●
宮地小・八代第八中校区●

㈲ヒューマンプランニング 緯０９６（２１３）２３２３渥熊本県知事（３）第４４６０号

●　無料査定●　買取相談
※まずはお電話下さい
　秘密厳守致します

求む！
売物件
熊本市内及び近郊
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緯０９６（３６９）１１１６
熊本県知事（９）第２４３９号

㈲吉川ホーム

東区沼山津４丁目売地
1,100　　渥万円
小楠公園前バス停歩４分●
地１７０.５０㎡（５１.５７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
秋津小・桜木中校区●
南道路・日当良　ローソンまで２５０m●

東区下江津５丁目売地
1,550　　握万円
画図橋バス停歩６分●
地２３２.６９㎡（７０.３８坪）●
唖宅地茜一低娃３０％阿８０％●
江津湖が散歩コース！　セイラタウンまで１６０m●
画図小・湖東中・出水南中校区●

松橋町松橋売家
1,880　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　エアコン１台付●
未入居　角地●

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

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●

幸田２丁目売マンション
1,680　万円
幸田総合出張所入口バス停歩１分●
挨８２.０３㎡（２４.８１坪）Ｈ１４年３月築●
哀愛１４,３００円　ＲＣ９階建３Ｆ　４ＬＤＫ●
東南角　即住可　姶平置　田迎小・託麻中●
１/１２㈯１３㈰１２～１６時オープン●

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

相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい
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をををををををををををををををををををを探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすを探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地・テナント用地アパート用地・テナント用地等等

を探していますを探しています。。

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

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

下硯川２丁目売家
1,800　　渥万円
昇立バス停歩９分●
地２３１.７７㎡（７０.１１坪）木造２階建●
建１１５.９２㎡（３５.０６坪）Ｈ４年３月築●
４ＬＤＫ　フォレステージ硯坂団地内●
閑静な住宅街　西里小・北部中校区

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

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

植木町内売地
680　　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

菊陽町花立２丁目売地
1,100　　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　仲介料不要

西梶尾町売地
880　 渥万円
北部総合支所前バス停歩７分●
地２６９.１２㎡（８１.４０坪）高台●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　広々敷地　日当良好●

川上小歩５分（４００ｍ）・北部中校区

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

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

池田３丁目売地
2,520　　渥万

円
徳王バス停歩３分　日当良好●
地６９５.０７㎡（２１０.２５坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
閑静な住宅街　アパート用地適●
建築条件無　高平台小・京陵中校区

嘉島町上六嘉新築一戸建
2,558　万円
丸池バス停歩３分　姶３台●
地２０２.７７㎡（６１.０８坪）木造平屋建●
建７７.８４㎡（２３.５４坪）Ｈ３０年１２月築●
３LDK　オール電化　エコキュート●
照明・カーテン・エアコン付　嘉島東小校区●

緯０９６（３３４）０００７握
熊本県知事（２）第４７７４号

㈱サンタ不動産

平屋オープンハウス
１/１２土～１４㈪１０～１７時 西区田崎本町売アパート

3,200　万円
田崎橋バス停歩１０分●
地１８５.６１㎡（５６.１４坪）●
建１９７.８８㎡（５９.８５坪）Ｓ５８年１１月築●
満室利回り約１１.２５％可　現況渡し●
木造２階建　１Ｋ×１２部屋●

松橋町西下郷売家
1,698　万円
希望の里バス停歩９分●
地１９０.３８㎡（５７.５８坪）４ＬＤＫ●
建１２５.０３㎡（３７.８２坪）Ｈ１５年３月築●
木造スレート葺２階建　姶２台●
豊福小・松橋中校区　現在居住中●

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建熊本県知事（５）第３８９１号

オープンハウス
１/１２土１３日１４㈪１０：００～１７：００

宇城市松橋町西下郷１４１０‐３ナビ
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！！

人吉市五日町貸マンション
月額7.1　万円
九日町バス停歩１分　姶１台込●
挨４０.３２㎡（１２.１９坪）H１９年１２月築●
RC１０階建５F　保証金２１.３万円●
家財保険加入　球磨川を望む●
エレベーター　オートロック付１LDK●

事業用
清水東町売アパート

3,700　万円
亀井バス停歩６分　車庫８台●
地５３３.２７㎡（１６１.３１坪）Ｈ１８年１月築●
建２６４.９８㎡（８０.１５坪）Ｈ２８年１０月改修済●
メゾネット　２ＬＤＫ×４戸　現在満室●
電波塔含む現年収２９８.４万円●

緯０９６（２４８）６１８７渥

熊本県知事（８）第３０６８号

㈲西武ホーム

売買


