
菊池市野間口売地
645　　渥万

円
野間口バス停歩３分●
地３１２㎡（９４.３７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
菊之池小・菊池南中校区　建築条件なし●
セブンイレブン・ローソンまで５００ｍ●

緯０９６８（３６）９２０１㈲ワールド不動産

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●

菊池市七城町甲佐町売地
550　　渥万

円
間所バス停歩４分●
地３１４.３１㎡（９５.０７坪）●
唖宅地茜都市計画区域外●
現況更地　建築条件なし●
広々敷地　平屋建築適●

熊本県知事（１）第５０６２号

西原村河原売家
480　万円

門出バス停歩３０分●
地７１４.０８㎡（２１６坪）木造平家建●
建５３.９３㎡（１６.３１坪）Ｓ５３年６月築●
Ｒ１年８月リフォーム済　即入居可●
田舎暮らし適　河原小・西原中●

西原村小森売地
1,286.794　万円
西原村役場入口バス停歩１０分●
地１,１１９.４４㎡（３３８.６３坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
分筆可　建築条件無　道路負担金無●
合併浄化槽要　山西小・西原中●

㈲エステート西原熊本県知事（５）第４１１０号 緯０９６（２７９）２９５９握
www.estate-nishihara.com/

日当良好　広々家庭菜園 熊本空港３㎞　県庁２,１６０ｍ

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５年　眺望良　熊大附属小２５ｍ

下硯川２丁目売家
1,680　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

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

清水万石４丁目売地
580　万円

万石バス停歩８分●
地１３８.５９㎡（４１.９２坪）平坦地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　現況渡し　日当良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区

池田１丁目売地
1,180　万円
出町３丁目バス停歩７分●
地３１９㎡（９６坪）有効面積２１７㎡（６５坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件無　日当良好●

附属小・中４８０ｍ　池田小・京陵中

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

池田３丁目売地
1,480　万円
長迫団地入口バス停歩４分●
地２７８㎡（８４.０９坪）建物有●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　日当良好　解体更地渡し●

高平台小・京陵中校区　南西角地

貢町売地
980　万円

秋鯰バス停歩１分●
地２３９㎡（７２.２９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　西里小・北部中●

南西角地　建築条件無　鈴麦線沿

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
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相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

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。。

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

清水万石２丁目売地
1,380　万円
茶屋原バス停歩４分●
地２１９.３５㎡（６６.３５坪）平坦地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体相談　日当良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区

緯０９６（３７０）３８８３
熊本県知事（４）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

中央区国府３丁目売マンション
1,530　万円
新水前寺駅前電停歩７分　ペット可●
挨８１.１５㎡（２４.５４坪）H７年１０月築●
哀愛１３,９００円　１１階建１１F　４LDK●
最上階眺望良　白山小・出水中校区●
R１年９月室内一部リフォーム完予●

中央区米屋町３‐２７‐１　セシール米屋町１F （担当/一野・小林）㈱アパートナー　米屋町店 緯０９６（３２７）０５１１渥国土交通大臣（５）第５８３０号

北区清水新地６丁目売家
1,898　万円
杉下バス停歩６分　麻生田小・清水中●
地２６５.００㎡（８０.１６坪）姶２台可●
建１２０.００㎡（３６.３０坪）Ｓ５１年９月築●
Ｈ３１年１月全面悪済　４LDK+納戸●
ナビ/北区清水新地６丁目３‐３６●

中央区坪井４丁目売地
5,300　万円
浄行寺バス停歩４分（約２７０ｍ）●
地４６５.６７㎡（１４０.８６坪）整形地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
西側約５.５ｍ公道に約１６ｍ接面●
藤崎宮前駅歩８分　交通・買物便利●

オープンハウス
８/２４土２５日１２：００～１７：００ 中央区米屋町１丁目売マンション

1,690　万円
呉服町電停歩２分　２面バルコニー●
挨６６.５４㎡（２０.１３坪）Ｈ２年３月築●
哀愛１７,９００円　１３階建３Ｆ　３ＬＤＫ●
角部屋　五福小約４００ｍ・藤園中●
サクラマチクマモト約６００ｍ●

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

御船町辺田見売家
980　万円

辺田見バス停歩３分●
地５７９.６９㎡（１７５.３５坪）●
建１４５.６６㎡（４４.０６坪）Ｓ５４年１０月築●
木造２階建　別棟倉庫あり●
御船小・御船中校区●

緯０９６（２７３）８０２５渥

熊本県知事（１）第５１８６号

㈱アシストコーポレーション

田迎６丁目売マンション
1,550　万円
長溝団地入口バス停歩１分●
挨９９.０５㎡　広 ３々ＬＤＫ●
Ｈ１年１０月築　８階建７Ｆ●
哀愛１７,０００円　東南角部屋●
フラワーマンション田迎　眺望良●

緯０９６（３５２）５４００渥

熊本県知事（６）第３６１８号

シー・ライフ緯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！！

人吉市城本町貸マンション
月額3.8　万円
瓦屋町バス停歩５分●
挨２２.７５㎡（６.８８坪）１Ｋ●
Ｈ３年６月築　保証金１１.４万円●
ＲＣ４階建２Ｆ　家財保険加入要●
姶１台　エアコン・無料ＷｉＦｉ●

小川町南海東売地
500　万円

段鶴バス停歩３８分●
地１,３９６.６６㎡（４２２.４８坪）●
唖宅地茜区域外　海東小・小川中校区●
田んぼと畑付で農ある暮らし●
建物有　解体渡し相談●

緯０９６（２８４）５６６７渥

熊本県知事（２）第４７４１号

㈱ボン・ライフ

東区山ノ内１丁目売地
1,673　万円
新外中通バス停歩５分●
地２１７㎡（６５.６４坪）●
唖畑茜二中娃６０％阿１６０％●
山ノ内小３００ｍ●
山ノ内中央公園２００ｍ●

緯０９６（３６７）０５７０渥

熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産

東区西原２丁目売地
1,860　万円
鉄工団地入口バス停歩３分●
地２９５.９６㎡（８９.５坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿１５０％●
西原小・中校区●

緯０９６（３８２）４５５８握

熊本県知事（９）第２５１２号

㈲水戸不動産

玉名市岱明町西照寺売地
6,049　万円
京塚バス停歩１０分●
地１３,３３２㎡（４,０３２.９坪）●
唖畑茜区域内娃７０％阿２００％●
農地転用・開発許可必要●
大型施設向●

緯０９６（３５２）２０８４渥

熊本県知事（１５）第２４１号

㈱株研
緯０９６（２０１）２１９０渥

熊本県知事（１）第５３６６号

青晴不動産コンサルティング㈱

中央区薬園町売地
1億1,000　万円
薬園町バス停歩１分（県道３７号線沿）●
地５３５.５８㎡（１６２.０１坪）更地●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
黒髪小・桜山中校区　藤崎宮前駅歩１１分●
商業施設・賃貸マンション用地等適●

北区鶴羽田町売地
1,050　万円
鶴の原南口バス停歩２分●
地２１５.３７㎡（６５.１４坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
整形地の南西角地　日当良好●
温泉権付　北部東小・北部中●

北区楠野町売地
1,530　万円
古閑小屋バス停歩５分●
地５６１.５８㎡（１６９.８７坪）更地●
唖畑茜工業娃６０％阿２００％●
アパート・事務所・倉庫等適●
３号線まで約２３０ｍ　３.３㎡（坪）９万円●

緯０９６（２００）８２１５渥
熊本県知事（１）第５２７０号

㈱スローリー不動産

東区秋津３丁目売地
1,980　万円
鶯原団地前バス停歩３分●
地３２７.９１㎡（９９.１９坪）角地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
更地　スーパー歩３分（２４０ｍ）●
秋津小・東野中校区●

中央区神水１丁目売マンション
500　万円

県庁前バス停歩３分●
挨４９.１１㎡（１４.８５坪）Ⓟ込●
Ｓ５６年２月築　哀８,０００円　●
５階建１F　H３１年４月壁・クロス・●
ＤＫ床張替・流し台リフォーム済

北区龍田陳内１丁目売地
1,673　万円
緑ヶ丘入口バス停歩３分●
地４８１㎡（１４５.５０坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
更地　角地●
南は開放　眺望良好●

緯０９６（３８４）２０５７渥㈲中村巌不動産熊本県知事（１３）第９６０号

梶尾町売家
1,590　万円
梶尾温泉バス停歩８分　姶２台●
地１６５.５３㎡（５０.０７坪）木造２階建●
建９６.８８㎡（２９.３坪）Ｈ２２年８月築●
３ＬＤＫ　オール電化　川崎ハウジングの家●
太陽光発電システム　北部東小・北部中●

九品寺３丁目売マンション
1,880　万円
西原公園・九品寺三丁目バス停歩１分●
挨７２.４５㎡（２１.９１坪）３ＬＤＫ●
哀愛１６,２００円　姶機械式８,０００円●
ＲＣ９階建４Ｆ　コアＭ九品寺●
白川小・白川中校区●

緯０９６（２１３）２３２３渥
熊本県知事（３）第４４６０号

㈲ヒューマンプランニング

大津町大津新築一戸建
2,990　万円
日吉ヶ丘団地前バス停歩６分●
地２３９.４２㎡（７２.４２坪）●
建１３３.３１㎡（４０.３２坪）●
木造２階建　Ｈ３１年１月築●
５ＬＤＫ　室小・大津北中校区●

楠１丁目売地
1,680　万円
団地中央口バス停歩１分●
地２５３.８６㎡（７６.７９坪）更地●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側公道　建築条件無●
楡木小・楠中校区●

緯０９６（２７９）３８８９渥
熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング

西区谷尾崎町売地
960　万円

谷尾崎バス停歩３分●
地２２６.８０㎡（６８.６坪）少し高台●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建築条件無　池上小・三和中●
別途下水道負担４５,３６０円●

東区長嶺南８丁目売事務所付倉庫

3,600　万円
託麻台入口バス停歩１分（目の前）●
地６５０.０７㎡（１９６.６５坪）●
建３０３.７６㎡（９１.８９坪）●
Ｓ６３年２月築　カーポート付●

熊本県知事（１１）第１９６０号

㈲ユーナン開発
緯０９６（３７２）６７７６渥
担当：松田 　 ０８０（１７３１）９０２８

大牟田市吉野売家
680　万円

西吉野バス停歩１分●
地３８７㎡（１１７.０６坪）●
建１１１.３４㎡（３６.６８坪）●
木造平屋建　Ｓ５３年５月築●
庭園付き　４ＤＫ　現況渡し●

西区島崎３丁目売地
980　万円

城西校前バス停歩６分●
地１６７.６４㎡（５０.７１坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
古家有　引渡し相談●
城西小まで約４５０ｍ●

中央区萩原町売マンション
1,450　万円
萩原バス停歩２分●
挨８３.９３㎡（２５.３９坪）●
Ｈ４年１月築　１１階建１１Ｆ●
哀愛１８,３００円　姶５,０００円●
最上階東南角部屋　現況渡し●

緯０９６（３２９）５７３３渥㈲城山不動産管理熊本県知事（７）第３５０６号

㈱アイアース不動産熊本県知事（２）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６
［アイアース不動産］で検索

東区東本町売地
5,200　 握万円
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●

東区新外３丁目売家
2,880　　渥万

円
新外中通りバス停歩３分　姶３台可●
地２３４.９６㎡（７１.０７坪）木造２階建●
建１３５.００㎡（４０.８３坪）Ｈ１３年６月築●
４ＬＤＫ　山ノ内小・錦ヶ丘中校区●
県道戸島熊本線　アクセス良好●

西区花園７丁目売地
650　　渥万円
宮尾バス停歩６分●
地４４２.７８㎡（１３３.９４坪）建物有●
唖宅地・山林茜一低娃４０％阿８０％●
花園小・井芹中校区●
西廻りバイパスへのアクセス良好●

中央区水前寺５丁目売マンション
630　　渥万円
北水前寺バス停歩１分●
挨４７.０５㎡（１４.２３坪）２ＤＫ●
Ｓ５４年１２月築　ペット可●
哀愛１３,０４０円　ＲＣ７階建５Ｆ●
託麻原小・帯山中校区●

南区城南町碇売地
817　　渥万

円
ひばりヶ丘バス停歩３０分●
地５４０.６５㎡（１６３.５４坪）●
唖宅地茜無指定　更地●
建築可　北側公道●
杉上小・下益城城南中校区●

株式会社　ナイス・ワン熊本県知事（１）第５０４７号 緯０９６（２４５）６３２０渥

合志市須屋売家
2,230　万円
団地東バス停歩５分●
地２６７.５０㎡（８０.９１坪）閑静地●
建１１１.４５㎡（３３.７１坪）４LDK●
R元年６月内外装リフォーム済●
水回り新品　S５８年１２月築●

龍田７丁目売地
980　万円

二里木バス停歩５分・ＪＲ武蔵塚駅歩２０分●
地２１５.００㎡（６５.０３坪）整形地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
樹木等有　接面道路との高低差有●
龍田小歩７分（約５００ｍ）の好立地●

和風平屋建♪
Ⓟ３～５台可

㈱ニコニコ不動産 緯０９６（３３１）０３６６渥熊本県知事（３）第４４２３号

東区沼山津３丁目売地
950　万円

小楠記念館入口バス停歩３分●
地１９５.７４㎡（５９.２坪）井戸水有●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
幅員約５m～６m市道に約１３m接道●
車庫スペース有　秋津小・桜木中校区●

中央区九品寺３丁目売マンション
1,280　万円
建設会館前バス停歩１分　３LDK●
挨７１.９５㎡（２１.７６坪）S６１年４月築●
哀愛２０,６３０円　Ｐ有　SRC１１階建７F●
東南角部屋　眺望良好　２面バルコニー●
シティM九品寺　白川小・白川中校区●

東区八反田３丁目売マンション
1,380　万円
八反田入口バス停歩５分　４LDK●
挨壁芯８６.５２㎡（２６.１７坪）H９年３月築●
哀愛１７,５００円　RC９階建２F●
姶４,０００円　サンロイヤル長嶺●
託麻西小・西原中校区　東バイパス約６５０m●

東区健軍４丁目売アパート
5,050　万円
神水・市民病院前電停歩２分●
地１８４.２３㎡（５５.７坪）鉄骨造３階建●
建２３５.６７㎡（７１.２坪）H２年２月築●
全９室　入居率良好●
現在満室　現表面利回り８.２％●
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㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９渥熊本県知事（５）第３８７４号

南区八分字町須崎売地
1,300　　万円
十三バス停歩１分●
地２３６.５２㎡（７１.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小学校徒歩１分（８０ｍ）●
飽田中学校徒歩１０分（８００ｍ）●

春日４丁目売家
1,500　　万円
熊本駅歩１５分●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）●
建３４６.３５㎡（１０４.７７坪）●
茜一住（風致地区の為）●
Ｓ４１年１２月築　旅館に適●

菊池市稗方売家
1,650　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●

美里町馬場売地
100　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）●

八分字町中道売地
1,120　万円
土河原バス停歩２分●
地２０１.７２㎡（６１.０２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小・飽田中校区●
アクアドーム２００ｍ●

賃貸
東区長嶺東４丁目貸アパート

月額5　万円
託麻南バス停歩２分●
挨５３.０㎡　２ＬＤＫ●
Ｈ９年４月築●
葵２,０００円　穐１ヶ月　姶３,０００円●
礼金１ヶ月　ペット可●

緯０９６（３８０）７７００握
古閑光徳

売買
中央区新町４丁目売地

2,680　万円
新町電停歩５分●
地１８７.９２㎡（５６.８４坪）公簿●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
建物有　現況渡し●
一新小１５０ｍ　西山中５００ｍ●

緯０９２（５８２）６６２１渥

福岡県知事（３）第１５５９７号

スマイルスィンク不動産


