
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

有限会社　ウチダ 緯０９６（３６８）７０３０渥熊本県知事（７）第３４００号

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●

東区秋津１丁目売地
3,155　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！●

オープンルーム３/９土１０日１０：００～１７：００

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渥

検　索不動産のマツムラ   で物件探しは

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

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　附属小６０７m（歩８分）　ペット可
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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。。
相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

山室５丁目売地
1,280　万円
化血研バス停歩３分●
地２３３㎡（７０.４８坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
北側約３ｍ公道　平坦地●

建築条件無　高平台小・京陵中校区

西梶尾町売地
880　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

兎谷１丁目売地
1,380　万円
北津留バス停歩５分●
地２１３.６１㎡（６４.６１坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北西側４ｍ公道　平坦地●

建築条件無　清水小・竜南中校区

薬園町売地
1,600　万円
薬園町バス停歩１分●
地２０６.２７㎡（６２.３９坪）建物有●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
解体更地渡し　黒髪小・桜山中校区●
建物条件無　三軒町通り沿

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

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

南区城南町隈庄売家
1,800　万円
舞原バス停歩３分●
地１９７.６８㎡（５９.８０坪）木造２階建●
建１０４.６９㎡（３１.６７坪）Ｈ７年１２月築●
４ＬＤＫ＋納戸　南向き　日当良好●
隈庄小・下益城城南中校区●

南区城南町東阿高売地
550　万円

東阿高団地前バス停歩２分●
地２８２.１６㎡（８５.３６坪）更地●
唖宅地茜無指定　北東角地●
集落内開発届出後建築可●
豊田小・下益城城南中校区●

八代市千反町１丁目売地
700　万円

八代実業専門学校前バス停歩３分●
地２２６.００㎡（６８.３６坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側約７ｍ道路　建築条件無●
麦島小・第三中校区●

緯０９６（３２７）０５１１渥 （担当/一野・岩本）

オープンハウス
３/９土１０日１１：００～１６：００

Ｈ３１年３月　内外装
リフォーム完了予定
◎水廻り新品（キッチン・お風
呂・トイレ・洗面台）
◎オール電化
◎全室クロス張替え
◎駐車場２台可　サンルーフ付
◎外壁塗装予定

㈱アパートナー　米屋町店

中央区琴平１丁目売地
4,339　万円
春竹町バス停歩５分●
地４９４.５９㎡（１４９.６１坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
更地　東側約４.７ｍ公道●
アパート用地向き●南区城南町隈庄９４２‐７ナビ

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

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区戸島町売地
1,307　万円
道明バス停歩５分　集落内開発地域内●
地７２０㎡（２１７.８坪）建築可●
唖山林茜調整※熊本コスモ団地入口●
西側私道巾１０ｍ・東側里道巾２ｍ●
現況更地　資材置場・駐車場・店舗等向●

緯０９６（３８０）２７００渥

熊本県知事（１１）第１８７０号

二岡観光土地㈲

御船町滝尾売家
1,180　万円
玉虫団地バス停歩２分●
地２２７.４１㎡（６８.７９坪）●
建８５.２９㎡（２５.８坪）Ｈ２０年４月築●
３ＬＤＫ　平屋建ロフト付　姶３台●
眺望良　日当良　角地●

緯０９６（２８２）３０５６渥

熊本県知事（４）第４１３０号

㈲ミフネホーム不動産

一の宮町宮地売地
550　万円

ＪＲ宮地駅歩６０分●
地１,８７３.００㎡（５６６.５８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
建物有　現況渡し●
阿蘇涅槃像を見ることができます●

合志市御代志売地
750　万円

御代志駅歩１２分●
地３４８㎡（１０５.２７坪）●
唖山林茜無指定娃４０％阿８０％●
東側公道４ｍ●
集落内開発地域●

東区花立５丁目売家
800　万円

花立５丁目バス停歩５分●
地６５.３４㎡（１９.７６坪）●
建７８.１２㎡（２３.６３坪）Ｈ１年２月築●
木造２階建　２ＬＤＫ　物置有●
東側５m公道　買物便良●

緯０９６（３３１）７６６７渥㈲エステート仁熊本県知事（４）第４１９８号

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。

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！！

人吉市紺屋町貸店舗
月額7.56　万円
九日町バス停歩２分　哀５,４００円●
建３９.７３㎡（１２.０１坪）Ｓ３８年１月築●
木造平家建　Ｈ２９年１２月内装悪済●
店舗総合保険加入要　保証金２５万円●
カウンター・トイレ・棚付　東南角地●

売買
北区龍田７丁目売地
838　万円

北区役所龍田出張所前バス停歩１０分●
地１６６㎡（５０.２坪）３.３㎡（坪）１６.７万円●
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㈱

宇城市小川町江頭売地
2,600　万円
小川四ツ角バス停歩２分●
地１,２６８㎡（３８３.５７坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
イオンモール宇城まで車で１分●
河江小学校・小川中学校校区●

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

賃貸
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

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
無
料
・
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
・

ト
ラ
ン
ク
ル
ー
ム
・
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
・

防
犯
カ
メ
ラ
・
浴
室
乾
燥
・
追
炊
機
能

家
賃
１
ヶ
月
サ
ー
ビ
ス

菊池市泗水町住吉売家
640　　渥万

円
伊坂バス停歩１３分●
地４１７㎡（１２６.１４坪）４ＬＤＫ●
建６６.８３㎡（２０.２１坪）Ｓ５３年４月築●
平屋　水回りリフォームＨ２９年２月済●
大通りから離れている為夜は大変静かです。●

菊池市泗水町吉富売地
438　　渥万

円
花房バス停歩８分●
地２０９㎡（６３.２２坪）●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水小・泗水中校区　富原保育園６６０ｍ●
建築条件無し　閑静な住環境です。●

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●

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産熊本県知事（１）第５０６２号緯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

合志市野々島売家
2,520　万円
熊本電鉄「木原野」バス停歩２分●
地２２９.４９㎡（６９.４２坪）５ＬＤＫ●
建９８.７５㎡（２９.８７坪）Ｈ２７年１２月築●
南向き、オール電化、吹抜、低炭素住宅●
全居室フローリング、駐車場３台分●

合志市幾久富賃貸マンション

月額12　万円
ＪＲ豊肥本線光の森駅歩１５分●
挨８６,２５㎡（２６,０９坪）３ＬＤＫ　ポレスター光の森●
Ｈ２５年７月築　１３階建９Ｆ●
敷２ヶ月保１ヶ月、管・駐込み●
H３１年１月全面リフォーム済●

緯０９６（２２３）２３４１渥
熊本県知事（３）第４４１４号

株式会社マエダ企画

南千反畑町売マンション
2,580　万円
明午橋バス停歩１分　４ＬＤＫ　ペット可●
挨９８.０８㎡（２９.６７坪）Ｈ１２年２月築●
哀愛２６,５００円　ＳＲＣ１１階建７Ｆ●
南向きで日当良好　生活・交通便良●
碩台小、竜南中・白川中校区●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（１）第４９８２号

大和地所株式会社

水道町交差点

明
午
橋

オープンルーム
３/１０日１１：００～１６：００ 光の森７丁目売家

4,780　万円
ＪＲ光の森駅歩３分　姶３台可●
地２２５.８０㎡（６８.３坪）軽量鉄骨造●
建１２９.８３㎡（３９.２７坪）Ｈ２０年３月築●
オール電化　太陽光（５.５ｋｗ）●
菊陽西小・武蔵ヶ丘中校区●

緯０９６（２４８）６１８７渥
[西武ホーム]で検索

松栄パナホームの家

LDK床暖房有　エアコン５台付

㈲西武ホーム熊本県知事（８）第３０６８号

龍田４丁目売家
1,980　万円
たつだニュータウン前バス停歩４分●
地２１１.１９㎡（６３.８８坪）木造２階建●
建１２６.３４㎡（３８.２１坪）Ｈ１３年７月築●
Ｈ２９年６月一部悪済　４ＬＤＫ　姶２台●
即入居可　龍田小・龍田中校区●

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●
３/９㈯１０㈰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●

水前寺２丁目売一棟マンション

5,500　万円
水前寺鳥居前バス停歩２分●
地１０９.５５㎡（３３.１３坪）ＲＣ５階建●
建３１７.１９㎡（９５.９４坪）Ｈ２年２月築●
１Ｆテナント×１戸、１K×１２戸　現在満室●
利回り９.６％可　出水小・出水中校区●

小川町小川売地
500　万円

小川橋バス停歩７分●
地３１５.４５㎡（９５.４２坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
国道３号線歩６分（約４５０ｍ）●
県道沿いの角地　交通アクセス良●

城南町塚原売地
580　万円

上塚原バス停歩３分　角地●
地３８４.２３㎡（１１６.２２坪）面積増減有●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区内　セットバック要●
豊田小４００ｍ　更地３.３㎡（坪）５万円●

高森町高森売地
930　万円

湧水トンネル公園入口バス停歩４分●
地１,８５１㎡（５５９.９２坪）更地●
唖雑種地茜無指定娃５０％阿１００％●
有効約１,０２５㎡（３１０坪）　公道沿●
高森駅約６００ｍ　角地　分筆可●

緯０９６（３４５）８０３１渥
［ウイング企画　熊本］で検索(同)ウイング企画熊本県知事（３）第４６９０号

高森町高森売地
2,490　万円
高森幼稚園前バス停歩２分●
地１,４２２.２２㎡（４３０.２２坪）更地●
唖宅地茜区域外娃５０％阿１００％●
国道３２５号線約１００ｍ　東１０ｍ公道●
大型ショッピングセンター歩３分（２４０ｍ）●

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

荒尾市大正町売店舗
4,500　万円
ＪＲ荒尾駅歩５分●
地１,０２３.３６㎡（３０９.５６坪）木造２階建●
建２００.０５㎡（６０.５１坪）Ｓ６１年４月築●
別棟平屋建付　テナント×６戸●
満室時表面利回り１１.３３％可●

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


