
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

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●

大江３丁目売地
3,400　万円
県立劇場前バス停歩２分●
地１１３.３１㎡（３４.２７坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
東側約２２ｍ公道●
大江小・白川中校区●

山鹿市鹿校通２丁目売アパート
2,400　万円
鹿校２丁目バス停歩３分●
地６０３.０４㎡（１８２.４１坪）●
建３５７.５０㎡（１０８.１４坪）Ｓ５９年４月築●
木造２階建　２ＤＫ・３Ｋ　全８室●
満室時表面利回り１３.５％可●

弓削５丁目売事務所
2,150　万円
菊陽バイパス入口バス停歩６分●
地７７６.２０㎡（２３４.８０坪）●
建２４０.８１㎡（７２.８４坪）●
木・鉄骨造２階建　Ｓ５１年１０月築●
東側４ｍ公道●

http://www.best-green.jp
緯０９６（３６４）５０１０渥

城南町今吉野売アパート
3,500　万円
杉上今バイパスバス停歩２分●
地３３６.７０㎡（１０１.８５坪）木造２階建●
建２９２.４０㎡（８８.４５坪）Ｈ６年９月築●
２ＤＫ×６戸　姶６台　現在満室●
満室時表面利回り８.８％可●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（３）第４３８６号

福岡市早良区百道２丁目売地
9,800　万円
市営地下鉄空港線「藤崎」駅歩７分●
地２４８.９２㎡（７５.２９坪）土地広々●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
西幅員約７.３ｍ公道　現況更地●
百道小・中歩７分（約５５０ｍ）●

緯０９２（７１０）４０１０握
福岡県知事（７）第１１８１１号

オフィスネットワーク㈱

建築条件無し
お好きなハウスメーカーでご自由に！

分割相談可！！
見晴らしの良い
リバービュー

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
1,180　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
1,580　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●
２/２３㈯２４㈰１２～１６時オープン●

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●

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●

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　松橋小・松橋中校区●

中央区新大江１丁目売マンション
1,180　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●

東区西原１丁目売地
1,019.2　万円
西原郵便局前バス停歩３分●
地１２０.６２㎡（３６.４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０・２００％●
東ＢＰ約２００ｍ　阿蘇方面へのアクセス良し●
閑静な住宅地・西原小・中校区●

東区新生２丁目売地
1,320　万円
健軍遊園地前バス停歩４分●
地１３２.２６㎡（４０.０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
古家有　電車通り、ピアクレス側●
泉ヶ丘小・東野中校区●

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

東区秋津１丁目売地
3,360　万円
中無田バス停歩３分●
地４１９.００㎡（１２６.７４坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
秋津小・若葉小、東野中校区●
希少物件！●

シアーズホームグループ　㈱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 オール電化　エコキュート

※イメー※イメージジ

宇土市立岡新築一戸建
2,548　　万円（税込）
花園岡崎商店前バス停歩６分●
地１７７.３５㎡（５３.６４坪）木造２階建●
建１０７.６５㎡（３２.５６坪）Ｈ３０年１１月築●
５ＬＤＫ　姶３台　花園小・鶴城中校区●
全室ＬＥＤ照明・オーダーカーテン付●

御船町滝川新築一戸建
2,548　　万円（税込）
御船小学校前バス停歩４分●
地２１１.６１㎡（６４.０１坪）木造平屋建●
建８０.１１㎡（２４.２３坪）Ｈ３０年１０月築●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　姶２台　御船小・中●
外構・カーテン・シャッター雨戸付●

松橋町松橋新築一戸建
2,248　　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●

完全予約制見学会
２/２３土２４日開催

※イメー※イメージジ ※イメー※イメージジ

オール電化　エコキュート オール電化　エコキュート

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

中央区出水５丁目売地
1,430　万円
湧心館高校前バス停歩７分●
地２６１.１５㎡（７８.９９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１６０％●
出水南小５２０ｍ　出水中６３０ｍ●
建築条件無　更地●

緯０９６（２８８）５８３０渥

熊本県知事（９）第２４３６号

ミツワ不動産建設㈲清水店

東区月出１丁目売地
1,850　万円
三郎バス停歩５分●
地２６０.５５㎡（７８.８１坪）更地●
唖宅地茜一住●
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

山ノ内３丁目売地
2,968　万円
新外バス停歩５分●
地４２６.５６㎡（１２９.０３坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
日当り良好●
中央公園歩４分（３２０m）●

緯０９６（３６７）０５７０渥

熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産

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！！

人吉市西間下町貸マンション
月額8　万円

人吉市役所西間別館バス停歩２分●
挨６２.８９㎡（１９.０２坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１６年１月築　ＲＣ７階建３Ｆ　姶込●
家財保険加入要　保証金２４万円●
コンビニ歩１分（８０ｍ）　買物便利●

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　葵３,０００円●
２ＬＤＫ＋ＷＩＣ×９戸 姶４,０００円●
託麻西小歩１分（８０ｍ）●

緯０９６（３８０）３９１１渥
熊本県知事（８）第２９１０号

㈲太平不動産
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御船町滝川分譲宅地
738　～788　万

円
万
円

今城バス停歩３分　販売４区画●
地２２１.９２㎡（６７.１３坪）●
～２８１.４５㎡（８５.１３坪）
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建築条件無　御船小・御船中●

緯０９６（３６０）００３９握

熊本県知事（６）第３７１５号

㈱アサヒエステート

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％●
グランシーズタウン嘉島　全２９区画●
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

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

千反町２丁目売地
1,050　万円
千反バス停歩３分●
地３７２.７８㎡（１１２.７６坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
閑静な住宅街・南西角地●
建物有　整形地　現況渡し●

緯０９６（２４５）６３２０渥
熊本県知事（１）第５０４７号

株式会社　ナイス・ワン

麦島小学校まで徒歩５分
（約４００ｍ）の好立地♪ 合志市豊岡売地

1,620　万円
すずかけ台バス停歩２分●
地２８２.０４㎡（８５.３１坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
３方道路で日当良好　平屋・２世帯にも適●
ゆめタウン光の森まで約３㎞●

合志市須屋売地
2,100　万円
松の本バス停歩２分　店舗・事務所適●
地３５３㎡（１０６.７８坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
県道３７号線（熊本菊鹿線）沿●
ハローデイ・ナフコ迄約３２０ｍ●

緯０９６（２００）８２１５渥
熊本県知事（１）第５２７０号

㈱スローリー不動産

三角町大田尾売家
2,680　万円
大田尾バス停歩２分　白蟻工事済●
地６５４.４５㎡（１９７.９７坪）国道５７号線沿●
建２２８.６８㎡（６９.１８坪）９LDK＋書斎●
H３１年２月内外装リフォーム完成予定●
H８年６月築　H２０年９月増築●

株式会社　山口ハウジング熊本県知事（１２）第１４２０号 緯０９６（３６８）５４５０握
お気軽にお問合せ下さい

オープンハウス２/２３土２４日 耐震適合住宅　駐車１０台可

三角町大田尾８５０‐１２ナビ

シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
・ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス

ト
イ
レ
す
べ
て
新
品
取
替

９
L
D
K
＋
書
斎

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●

オープンハウス
２/２３土２４日１１：００～１６：００ 富合町大町売地

880　万円
緑川橋バス停歩１４分●
地２８６.７８㎡（８６.７５坪）更地●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
日当良好　集落内開発制度区域内●
建築条件無　富合小・富合中校区●

宇土市境目町売家
1,890　万円
綾織バス停歩１５分　軽量鉄骨造２階建●
地２０３.０７㎡（６１.４０坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１１５.６８㎡（３４.９９坪）Ｈ１０年４月築●
ミサワホームセラミック住宅　日当良好●
Ｈ３０年１０月末内装リフォーム済●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（１）第４９８２号

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●

高平２丁目売地
3,200　万円
高平３丁目バス停歩２分●
地５４８.７６㎡（１６５.９９坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
東側約５.５ｍ道路　建築条件無●
高平台小・京陵中・竜南中校区●

㈲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

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●

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。
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㈱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 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●

㈲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/

事業用
㈱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

東区長嶺南８丁目売アパート
2億7,000　万円
託麻南バス停歩１分　H９年２月築●
地１,６９１.３７㎡（５１１.６４坪）●
建①１,２３４.０８㎡（３７３.３０坪）●
建②１,２１６.９７㎡（３６８.１３坪）●
①RC３階建②RC４階建●

中央区黒髪７丁目売アパート
3億6,000　万円
ＪＲ竜田口駅歩１６分●
地２,７８４.８８㎡（８４２.４２坪）●
建①１,０８２.２１㎡（３２７.３７坪）●
建②３,５２９.９３㎡（１,０６７.８０坪）●
①Ｈ３年１０月築　②Ｈ３年９月築●

○現在満室
○２ＬＤＫ（８３.６９㎡）×２戸
○３ＬＤＫ（８２.０３㎡～
　１０３.０７㎡）×２２戸
○敷地内Ｐ３０台
○土地５１１.６４坪　○角地

○入居率良好（６１室中６０室入居）
○１Ｋ（２８.０７㎡）×２４戸
○２ＬＤＫ×５戸、３ＬＤＫ×６戸、
　４ＬＤＫ×２６戸
　（６７.７６㎡～１４２.２９㎡）
○敷地８４２.４２坪　敷地内姶５９台

満室時利回り８.４７％可 満室時利回り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●

売買
松橋町中原分譲宅地

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
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㈱アリストアンドマネジメント


