
南区八分字町池ノ端売地
2,095　　渥万

円
八分字バス停歩９分●
地４０４.３４㎡（１２２.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校徒歩１０分（８００ｍ）●
飽田中学校徒歩８分（６４０ｍ）●

御幸木部３丁目売地
1,060　　握万

円
御幸木部町バス停歩４分●
地５７６.８㎡（１７４.４８坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発　一般住宅建築可●
御幸小、託麻中校区　家庭菜園可●

菊池市稗方売家
1,650　　渥万

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３.６ｋｍ　菊池南中３.６ｋｍ●
４ＬＤＫ　木造２階建　Ｈ２５年８月リフォーム済●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９熊本県知事（５）第３８７４号

美里町馬場売地
100　　渥万

円
馬場橋バス停歩１分●
地１２１.０７㎡（３６.６２坪）●
唖宅地茜無指定●
中央小学校徒歩８分（６４０ｍ）●
中央中学校徒歩２３分（１,８４０ｍ）●

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

菊池市片角売家
1,298　　万円

（
税
込
）

亘バス停歩４分　姶２台可●
地１７５.０４㎡（５２.９４坪）木造２階建●
建９６.５３㎡（２９.２０坪）Ｓ４６年５月築●
４ＬＤＫ　Ｈ３１年１月リフォーム済●
利便性良　隈府小・菊池南中校区●

㈱リアルト・ハーツ熊本支店国土交通大臣（３）第７２３１号
熊本市東区尾ノ上１‐１２‐３‐２０１ [リセットハウス]で検索

緯０９６（２８５）８４２１握

オープンハウス１/２６土２７日１２：００～１７：００ 甲佐町府領売地
375　万円

北原バス停歩５分●
地２４８.４８㎡（７５.１６坪）●
唖宅地茜無指定●
現況更地　閑静な住宅地●
乙女小・甲佐中校区　平坦●

緯０９６（３２２）３３３３渥㈱共生住建

土 地　求めます。
建 物　求めます。
買 取　致します。

不動産のことならお任せ下さい

熊本県知事（５）第３８９１号

中央区新大江１丁目売マンション
1,350　万円
北水前寺踏切バス停歩１分●
挨５９.７１㎡（１８.０６坪）３ＬＤＫ●
Ｓ６３年３月築　ライオンズマンション新大江第２●
哀愛２１,７４０円　６階建４Ｆ●
ループバルコニー、オートロック、エレベーター●

南区良町売地
1,050　万円
下乙バス停歩３分●
地１２６.６３㎡（３８.３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
周辺環境良好！　スーパーマーケット近く！●
田迎南小・託麻中校区●

東区榎町売地
1,400　万円
榎団地西口バス停歩４分●
地１８２.９８㎡（５５.３５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
榎町エリア♪の閑静な住宅街●
東町小・東町中校区●

不動産全般

探しています。
査定無料　秘密厳守

買取も致します
業者様歓迎!!
法定手数料をお支払します

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

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●

城南町宮地売地
900　万円

宮ノ下バス停歩２分　整形地●
地１６５.２９㎡（５０.００坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南東９ｍ公道　事務所・店舗向●
城南支所・城南中学通り沿い●

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●
１/２６㈯２７㈰１２～１６時オープン●

米屋町２丁目売地
3,980　万円
呉服町電停歩３分●
地１４４.３３㎡（４３.６６坪）●
唖宅地茜商業●
娃８０％阿４００％　角地●
現況コインパーキング●

菊池市隈府売家
898　万円

正院丁バス停歩２分　３ＤＫ●
地１５４.６９㎡（４６.８坪）木造平家建●
建８５.１９㎡（２５.７６坪）築年月不詳●
菊池市役所２１０ｍ　西南２方道路●
隈府小・菊池南中校区●

西原村小森売地
453.841　万円
西原村役場入口バス停歩３分●
地２０５.５３㎡（６２.１７坪）建築条件無●
唖雑種地（現況宅地）茜無指定●
娃７０％阿２００％　山西小・西原中校区●
分筆杭代金・水道設備費各１０万円要●

西原村宮山売地
737.1　万円
西原村役場入口バス停歩３０分●
地４０６.１２㎡（１２２.８５坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
熊本空港車１５分（９㎞）　県庁車３５分（２１㎞）●
眺望良好　山西小・西原中校区●

㈲エステート西原熊本県知事（４）第４１１０号 緯０９６（２７９）２９５９握
www.estate-nishihara.com/

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

春日４丁目売マンション
1,680　万円
春日寺前バス停歩４分・熊本駅歩５分●
挨１０３.１１㎡（３１.１９坪）Ｈ１年１１月築●
哀愛３３,７００円　ＲＣ５階建４・５Ｆ●
春日小５００m・花陵中校区●
ライオンズＭ春日ガーデン（要リフォーム）●

緯０９６（３３９）１４８３渥
熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

メゾネットタイプ
３ＬＤＫ（４ＬＤＫ可） 益城町安永売地

1,100　万円
上安永バス停歩４分●
地３２７.３４㎡（９９.０２坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
東側４ｍ道路●
広安小・益城中校区●

清水新地５丁目売地
1,580　万円
杉下バス停歩６分●
地２８９.０４㎡（８７.４３坪）●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
北バイパス沿　建物有　更地渡し●
城北小・清水中校区●
緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号

合志市幾久富売地
1,380　万円
沖野バス停歩３分●
地２４３.６２㎡（７３.６９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　更地渡し　光の森駅１.５㎞●
南ヶ丘小・合志中校区●

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！！

人吉市北泉田町貸マンション
月額7.5　万円
北泉田町バス停歩２分●
挨６４.７５㎡（１９.５８坪）●
Ｈ１６年９月築　ＲＣ６階建２Ｆ●
保証金２２.５万円　保険加入要●
２LDK　床下収納　Ⓟ込●

嘉島町鯰売地
1,110　万円
鯰入口バス停歩２分●
地２０３.１５㎡（６１.４５坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
全２９区画　グランシーズタウン嘉島●
鮮ど市場歩２分（１６０ｍ）●

緯０９６（２３７）１４４７渥

熊本県知事（１）第５２５８号

西田不動産株式会社

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

不知火町高良売地
1,400　万円
ＪＲ松橋駅歩６分●
地３８９.０６㎡（１１７.６９坪）整形地●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
東南角地　セットバック要　更地●
不知火小・不知火中校区●

緯０９６（２８４）１４８４渥

熊本県知事（２）第４８７４号

㈱あおぞらホーム

東区西原２丁目売地
2,500　万円
鉄工団地入口バス停歩３分●
地３１３.８１㎡（９４.９２坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％●
道面道路８ｍ　接道１５.９８ｍ●

緯０９６（３８２）４５５８渥

熊本県知事（９）第２５１２号

㈲水戸不動産

松橋町萩尾売家
1,280　万円
大鳥バス停歩１２分●
地２２５.５７㎡（６８.２４坪）４ＤＫ●
建８６.６３㎡（２６.２０坪）２階建●
Ｈ５年１１月築　当尾小・松橋中●
北西角地　松橋インター１.３㎞●

緯０９６（３３８）７７４８握

熊本県知事（１０）２３３９号

髙西土地開発

東区秋津３丁目売地
2,000　万円
鶯原団地前バス停歩３分●
地３２７.９１㎡（９９.１９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
秋津小・東野中校区　角地●
庭木・石有　スーパー歩３分（２４０ｍ）●

東区桜木３丁目貸地
月額40　万円
桜木小学校東バス停歩１分●
地７９２㎡（２３９.５８坪）●
唖畑茜二中娃６０％阿２００％●
事業用定期借地契約２０年●
建築可　詳細相談●

緯０９６（３８４）２０５７渥
熊本県知事（１３）第９６０号

㈲中村巌不動産

大津町美咲野２丁目売家
2,580　万円
美咲野バス停歩４分　６ｍ道南西角地●
地２６４.０５㎡（７９.８坪）姶３～４台●
建１４１.５９㎡（４２.８坪）４LＤＫ＋書斎●
Ｈ１１年３月築　サンルーム６帖、倉庫有●
Ｈ３０年５月内装・１０月外装悪済●

緯０９６（３８４）５９１５渥バイパス不動産

ミサワホームの２×４工法

オール電化　水回り新品

オープンハウス
１/２７日１１時～１７時

熊本県知事（９）第２６１０号

植木町鐙田売家
1,878　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３９㎡（８９.０５坪）●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
間取３ＬＤＫ　木造平家建●
未使用建物　日当り良好●

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％●
北側６ｍ公道　建築条件なし●
農地転用許可取得済●

植木町滴水売地
1,050　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●
桜井小・鹿南中校区●

緯０９６（２７２）４５５２握㈲男澤建設熊本県知事（８）第２９６９号

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●

東区東本町売地
5,200　万円
健軍町電停歩４分●
地４１６.６４㎡（１２６.０３坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　住宅・アパートに適●
健軍東小・東町中まで約４００ｍ●

東区東野３丁目売地
5,800　万円
東野中学校前バス停歩２分●
地６１３.３７㎡（１８５.５４坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北東角地　秋津小・東野中校区●
事業用地　アパート用地に適●

㈱アイアース不動産熊本県知事（１）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

合志市栄売家
1,798　万円
電鉄御代志駅歩３９分●
地２０４.８４㎡（６１.９６坪）木造２階建●
建１０９.０３㎡（３２.９８坪）Ｈ６年７月築●
３ＬＤＫ＋納戸　姶３台　エアコン付●
アンビー熊本車で１２分（７.２ｋｍ）●

緯０９６（２７３）６０８１渥センチュリー２１㈱東亜不動産熊本県知事（１）第５０１７号

オープンハウス１/２６土２７日１３：００～１７：００

合志市栄２１２７‐２４７ナビ検索

東区桜木５丁目新築一戸建
3,780　万円
府内古閑バス停歩４分●
地１９８.７５㎡（６０.１２坪）木造２階建●
建１２９.１７㎡（３９.０７坪）Ｈ３１年１月築●
５ＬＤＫ　便利な広々パントリー付●
システムキッチン　専用庭付●

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●

㈱ニコニコ不動産 緯０９６（３３１）０３６６渥熊本県知事（３）第４４２３号

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　姶５～６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＋納戸・ＷＩＣ　家庭菜園可●
セキスイツーユーホーム施工●

西区稗田町売家
6,480　万円
往生院前バス停歩２分　姶３台●
地２９６.２４㎡（８９.６１坪）収納多数有●
建１７５.２２㎡（５３.００坪）Ｈ２３年７月築●
３ＬＤＫ＋納戸＋ＣＬ　南西角地●
暖炉のあるヨーロピアンスタイルの家●

INVESTMENT Co., LTD.熊本県知事（２）第４６８７号 緯０９６（２８８）９９３４渥
[インベストメント熊本]で検索

オープンハウス１/２６土２７日１０時～１７時北欧スウェーデン輸入住宅
パイン無垢材・トリプルサッシ等
熊大附属小学校約２９０ｍ ２

Ｆ
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西区稗田町２‐２８付近ナビ
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売買
北区龍田７丁目売地
795　万円

北区役所龍田出張所前バス停歩１０分●
地１６２㎡（４９.１坪）３.３㎡（坪）１６.２万円●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
立田幼稚園近隣　龍田小・龍田中●
全４区画分譲地内　建築条件付●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（３）第４５９８号

KAZUホーム㈱

合志市須屋売家
2,480　万円
熊本電鉄黒石駅歩５分●
地１８９.６１㎡（５７.３５坪）４ＬＤＫ●
建１０３.００㎡（３１.１５坪）Ｈ１８年５月築●
シアーズホーム施工の家●
西合志東小・西合志南中校区●

宇城市松橋町分譲宅地
1,020　～1,170　万

円
万
円

新四ツ角バス停歩２分●
地１９８.３１㎡（５９.９８坪）～２０６.４９㎡（６２.４６坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
販売３区画　松橋小・松橋中校区●
ゆめマートまで４００ｍ　閑静な住宅地●

緯０９６（３２０）１８００渥
熊本県知事（２）第４８２２号

㈱アリストアンドマネジメント

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。

事業用
天草市亀場町亀川売アパート

4,000　万円
亀川バス停歩５分●
地７９０.３１㎡（２３９.０６坪）●
建２７３.５７㎡（８２.７５坪）●
１ＤＫ×１戸、２ＬＤＫ×５戸●
敷地内貸家付　２DK×１戸●

中央区水道町売地
1億1,877.2　万円
白川公園前バス停歩２分●
地１５７.０５㎡（４７.５１坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
現況コインパーキング●
アパート・店舗・事務所向き●
緯０９６（３２７）０５１１渥
（担当/一野・小林）㈱アパートナー米屋町店国土交通大臣（４）第５８３０号

利回り９.３０％可

☆全７世帯現在満室
☆広々土地２３９.０６坪有り
☆鉄骨造２階建、H１３年４月築


