
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●

菊池市泗水町福本売地
600　　渥万

円
高江バス停歩５分●
地１３９.６１㎡（４２.２３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

松橋町松橋新築一戸建
2,298　　万円（税込）
松橋体育館バス停歩３分●
地１６６.０６㎡（５０.２５坪）木造２階建●
建８９.４３㎡（２７.０３坪）Ｈ３１年１月築●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　松橋小・松橋中校区●
姶２台可　シャッター雨戸・カップボード●

小川町江頭新築一戸建
2,448　　万円（税込）
小川支所前バス停歩７分　姶３台●
地２３４.０５㎡（７０.８０坪）木造２階建●
建９４.３９㎡（２８.５５坪）Ｈ３０年１２月築●
４ＬＤＫ＋納戸　河江小・小川中校区●
全室ＬＥＤ照明・Ｌｏｗ‐Ｅペアガラス●

㈱サンタ不動産 緯０９６（３３４）０００７握熊本県知事（２）第４７７４号

オール電化　エコキュート
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オール電化　エコキュート

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
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検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

麻生田２丁目売家
2,280　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

2,680　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　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　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　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

清水亀井町売地
980　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　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

植木町舞尾売地
1,050　万円
滴水バス停歩１分　日当良好●
地４４７.６３㎡（１３５.４坪）建物有●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
角地　県道２０８号線沿●
桜井小・鹿南中校区　敷地広々

兎谷１丁目売地
1,680　万円
北津留バス停歩３分●
地５０４.１４㎡（１５２.５坪）更地●
唖宅地・畑茜一低娃４０％阿８０％●
２方道路　日当良好●
建築条件無　清水小・竜南中校区

出町売マンション

1,490　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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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。。
相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

小島９丁目売地
2,875　万円
小島町営住宅前バス停歩３分●
地１,３５８.１１㎡（４１０.８２坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
県道５０１号線沿　日当良好●

建築条件無　小島小・城西中校区

四方寄町売地
4,180　万円
南原バス停歩８分　日当良好●
地９５５㎡（２８８.８８坪）更地●
唖畑茜準住・準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　事務所・アパート適●

北バイパス２４０ｍ　川上小・北部中

緯０９６（３２２）３３３３
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱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 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●
２/２㈯３㈰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●

黒髪２丁目売地
3,780　万円
熊本大学前バス停歩３分●
地４１６.３６㎡（１２５.９４坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
東側公道　セットバック要●
アパート用地適　平坦地●

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）●
唖山林茜無指定●
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

西区池田１丁目貸アパート
月額2.7　　握万

円
池田バス停歩１分●
挨２６㎡（８坪）S５９年４月築　●
２階建２F　眺望良　穐１ヶ月　●
姶３,０００円　コーポウィング●
1DK　バルコニー付●

西区池田２丁目貸アパート
月額4　　渥万

円
池田三丁目バス停歩３分●
挨４０㎡（１２坪）S５９年３月築●
２階建２F　３DK　穐１ヶ月　●
姶３,０００円　コーポコスモス●
H３０年８月全面リフォーム済●

西区京町本丁貸アパート
月額5　　渥万

円
京町本丁前バス停歩１分　３DK●
挨４９㎡（１５坪）S４９年２月築●
２階建１・２F　穐１ヶ月　姶５,０００円　●
肥後銀行右隣　安藤アパート●
H３０年７月全面リフォーム済●

北区飛田２丁目貸アパート
月額5.5　　握万

円
外沖バス停歩５分　２LDK●
挨７０㎡（２１.２坪）H１０年４月築●
一戸建風　ニューハウス●
２階建２F　バルコニー付　眺望良●
穐１ヶ月　姶３,０００円　電動雨戸付●

タジリ不動産 緯０９６（３５６）３０８０熊本県知事（１５）第３７０号

中央区水前寺４丁目売地
3,025　万円
渡瀬バス停歩２分●
地２００.５２㎡（６０.６５坪）現況更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿１６０％●
建築条件なし　東４ｍ道路●
現況渡し　託麻原小・帯山中校区●

緯０９６（２７６）６９４４渥

熊本県知事（１５）第４３７号

株式会社フィットリアルティ

菊池市泗水町吉富新築一戸建
2,636　万円
富の原バス停歩６分●
地２６１.０１㎡（７８.９５坪）木造２階建●
建１０１.４３㎡（３０.６８坪）Ｈ３０年１１月築●
４ＬＤＫ　オール電化　姶３台可●
憩いの森公園徒歩３分（２４０ｍ）●

緯０９６８（３８）１２１１握
熊本県知事（３）第４３３３号

㈲泗水不動産

オープンハウス
２/２土３日１０：３０～１７：００

清水東町売家
2,650　万円
兎谷バス停歩５分●
地３７７.０６㎡（１１４.０６坪）木造２階建●
建１３１.０８㎡（３９.６５坪）Ｓ５３年５月築●
Ｈ１６年９月全面リフォーム済●
５ＬＤＫ　清水小・竜南中校区●

花園３丁目売倉庫
4,800　万円
本妙寺バス停歩５分●
地８８８.７８㎡（２６８.８５坪）●
建１９８.００㎡（５９.８５坪）築年月不詳●
鉄骨造平家建　２方道路●
花園小・井芹中校区●

宇土市松山町売店舗
5,200　万円
嫁坂バス停歩４分●
地１,３７２.９１㎡（４１５.３０坪）●
建１９６.３０㎡（５９.３８坪）姶有●
鉄骨造平家建　Ｓ６１年１２月築●
南西角地（西側約１２ｍ公道）●

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●

●●●●●● 緯０００（０００）００００熊本県知事（０）第００００号 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

清水東町売地
1,000　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●

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

大津町大津売地
1,290　万円
美咲野団地バス停歩１５分●
地５２９.９２㎡（１６０.３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
美咲野小まで歩２０分（１.６㎞）●
南側１.５m高台　南面道路●

北区楠７丁目売地
1,575　万円
楠７丁目バス停歩３分●
地２３１.４１㎡（７０坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
楠小まで８００ｍ　楠中まで７００ｍ●
豊肥本線　武蔵塚駅まで歩１５分●

緯０９６（３８０）９００７渥
熊本県知事（３）第４５９３号

㈱ベストプランツ

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区御領２丁目新築貸マンション

月額6.9　万円
八反田バス停歩３分　穐２ヶ月●
挨５３.５８㎡（１６.２０坪）Ｈ３１年１月築●
ＲＣ３階建１・２・３Ｆ　２ＬＤＫ＋ＷＩＣ×９戸●
葵３,０００円　姶４,０００円　エアコン１台付●
託麻西小歩１分（８０ｍ）東部中校区●

緯０９６（３８０）３９１１渥
熊本県知事（８）第２９１０号

㈲太平不動産
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菊鹿町下内田売地
300　万円

庄バス停歩２５分●
地２７９.２５㎡（８４.４７坪）更地●
唖宅地茜区域外　建築可●
建築条件無　菊鹿郵便局１００ｍ●
菊鹿小１,８９０ｍ　菊鹿中約３００ｍ●

大津町杉水売地
450　万円

新迫集会所バス停歩９分●
地５２９.００㎡（１６０.０２坪）更地●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
南東角地　護川小・大津北中校区●
上水道加入・浄化槽設置要●

玉名市中売地
830　万円

下河原バス停歩５分　新築セットプラン有●
地２４７.９５㎡（７５坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
日当良好　整形地　玉名町小・玉名中●
ＪＲ玉名駅歩１０分　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

城山下代１丁目新築一戸建
3,250　万円
稲荷入口バス停歩３分●
地１５７.６４㎡（４７.６８坪）木造２階建●
建９３.１５㎡（２８.１７坪）無垢材使用●
H３１年４月完成予定　３LDK＋WIC●
姶３台可　城山小・三和中校区●

湖東２丁目新築一戸建
3,960　万円
たけみやバス停歩２分●
地２００.２７㎡（６０.５８坪）木造２階建●
建９３.１５㎡（２８.１７坪）パントリー付●
２０１９年６月末完成予定　３LDK＋WIC●
姶有　健軍小・湖東中校区●

㈱ホームステージ 錆０１２０（６１１）４４１握国土交通大臣（１）第８１２６号

オール電化　ウッドデッキ

※イメージ（湖東・下代共通※イメージ（湖東・下代共通））
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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。

中央区黒髪１丁目売アパート
3,800　万円
坪井バス停歩２分　全１２戸●
地２６０.７８㎡（７８.８９坪）木造２階建●
建２２７.２４㎡（６８.７４坪）H３年２月築●
茜近隣商業地域・第一種住居地域●
満室時表面利回り１１.７５％可●

中央区薬園町売アパート
3,900　万円
三軒町バス停歩３分●
地２４０.７８㎡（７２.８４坪）木造２階建●
建２３２.５６㎡（７０.３５坪）H３年２月築●
全１２戸　　現在満室　間口約１８ｍ●
満室時表面利回り１１.９８％可●

西区春日７丁目売アパート
4,400　万円
熊本駅歩１６分●
地２３２.６㎡（７０.３６坪）木造２階建●
建２２７.９８㎡（６８.９６坪）H２年２月築●
全１２戸　現在満室　北東角地●
満室時表面利回り１３.００％可●

東区尾ノ上１丁目売アパート
5,000　万円
尾ノ上１丁目バス停歩２分●
地３４１.９０㎡（１０３.４２坪）ＲＣ３階建●
建５８０.５６㎡（１７５.６２坪）Ｓ５１年１月築●
全１２戸（２ＤＫ×９.１ＬＤＫ×２.２Ｋ×１）●
満室時表面利回り１２.４５％可●

西区蓮台寺１丁目売アパート
6,600　万円
町口神社前バス停歩３分　姶８台●
地５２８.１５㎡（１５９.７６坪）ＲＣ３階建●
建３６３.３０㎡（１０９.８９坪）Ｈ４年２月築●
全９世帯（１ＤＫ×６、２ＤＫ×３）●
現在満室　利回り８.５０％可●

㈱アパートナー　米屋町店 緯０９６（３２７）０５１１渥（担当/青山）国土交通大臣（４）第５８３０号
中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F

賃貸
土地活用相談無料受付中

八代・人吉
土地・建物
求む！！

緯０９６６（２２）２３１１渥
熊本県知事（１１）第１６９４号

不動産のウラタ㈱

人吉市瓦屋町貸マンション
月額6.1　～6.4　万

円
万
円

上瓦屋バス停歩５分　コンビニ４５０ｍ●
挨５３.４０㎡（１６.１５坪）Ｈ２９年１２月築●
ＲＣ４階建・３階建　２LDK×７戸●
葵４,０００円　姶５,０００円（２台目可）●
保証金３ヶ月　家財保険加入要●

事業用

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

中央区水前寺３丁目売マンション
1,690　万円
JR「水前寺」駅　歩５分●
挨７５.４５㎡（２２.８２坪）３ＬＤＫ●
Ｈ７年１２月築　ダイアパレスロイヤルツイン水前寺●
哀愛２１,３４０円　姶９,０００～１３,０００円　１０階建１０Ｆ●
Ｈ２８年３月リフォーム済！　【即入居可】●

山鹿市鹿校通２丁目売家
2,700　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●

東区秋津町秋田売地
1,870　万円
秋津団地入口バス停歩５分●
地４１２.１０㎡（１２４.６６坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
マルミヤストア秋津店約２２０ｍ！●
閑静な住宅街、秋津小校区●

中央区黒髪４丁目売地
1,880　万円
電鉄本社前バス停歩８分●
地４１４.３４㎡（１２５.３３坪）●
唖宅地茜一中娃３０％阿１５０％●
熊本銀行清水支店まで約１.３ｋｍ●
黒髪小・桜山中校区●

宇土市築籠町売地
600　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●

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●

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●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥国土交通大臣（２）第００８４３２号

菊池市泗水町売家
2,690　万円
富の原バス停歩６分●
地１,６０５.８０㎡（４８５.７５坪）６ＬＤＫ●
建１６８.８１㎡（５１.０６坪）Ｈ１６年７月築●
広い菜園、畑あり（収穫多い）●
耐震性の大手建設メーカーの家●


