
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

２００坪～１０,０００坪（農地も可）
熊本市内および近郊エリア

北区武蔵ヶ丘２丁目新築一戸建
2,290　万円
JR武蔵塚駅歩１１分　姶２台●
地１２０.０５㎡（３６.３１坪）木造２階建●
建９５.０１㎡（２８.７３坪）R１年６月築●
４LDK＋WIC　武蔵小・武蔵中校区●
耐震等級３取得　フラット３５S●

錆０１２０（９８７）３２０渥
熊本県知事（１）第５０３４号

㈲春コーポレーション

オープンハウス
１１/２・３・４日　１０時～１６時 益城町砥川分譲宅地

717.6　～882.7　万
円

万
円

飯野公民館前バス停歩２分●
地２１９.６８㎡（６６.４５坪）～２７２.７３㎡（８２.５０坪）●
唖宅地茜調整娃７０％阿３６０％●
全１４区画中６区画販売　飯野小・益城中校区●
砥川クリニック１０m　建築条件なし●

緯０９６（２８５）１１３３握㈱益城宅建熊本県知事（２）第４９１３号

◎定住促進補助金制度あり

熊本県知事（７）第３３６１号
熊本市中央区京町２‐１４‐１６
中央区水前寺公園２５‐２　中央区上林町３‐３４

※ホームページにて空撮動画、室内動画、
建築パース等ご覧頂けます

京町LB（ラボ）緯096（359）2426
水前寺LB（ラボ）緯096（284）1223

上通り並木坂LB（ラボ）緯096（355）1300

コウナンレクセル 検索

南区日吉１丁目売家
2,830　 渥万円
高江バス停歩３分●
地３２６.９９㎡（９８.９１坪）●
建１６３.７９㎡（４９.５４坪）●
木造２階建　Ｈ７年５月築●
８ＤＫ＋納戸　日吉小・日吉中校区●

●
●
●
●
●

御船町高木売地
2,170 　　渥万

円
下高野バス停歩５分●
地１,３１２.００㎡（３９６.８８坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
西１６ｍ公道　接面４７ｍ●
国道沿い　別途地１４４㎡付●

東区上南部３丁目売家
1,050　 渥万円
上南部バス停歩４分●
地２１８.０９㎡（６５.９７坪）木造２階建●
建７５.３４（２２.７９坪）Ｓ５８年１２月築●
３ＬＤＫ　庭広々●
託麻北小・東部中歩１０分（８００m）圏内●

東区西原１丁目売地
4,000　 握万円
西原バス停歩１分●
地２５４.４６㎡（７６.９７坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
三方道路　東バイパス沿●
オフィス、雑貨喫茶店など適!!●

中央区国府３丁目売地
8,300　 渥万円
白山神社前バス停歩１分●
地７８５.０２㎡（２３７.４６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
八王寺通り沿　JR新水前寺駅歩１２分●
営業所、クリニック用地など適!!●

西区上熊本１丁目売マンション

2,900　 渥万円
JR上熊本駅歩５分　無料姶１台付●
挨９８.０３㎡（２９.６５坪）H２０年８月築●
哀愛３２,２００円　RC１５階建７F　４LDK●
大和ハウス施工　角部屋　オール電化●
池田小･城東小、京陵中･藤園中校区●

不動産売却を
お考えの方は
こちらまで➡

←QRアーツにスマ
ホをかざすと掲載物
件の空撮動画、室内
動画、VR画像、建築
パース、MAP等が
ご覧になれます。

南区城南町隈庄売地
1,200　 渥万円
城南総合出張所入口バス停歩４分●
地４３８.００㎡（１３２.４９坪）●
唖畑茜二低娃５０％阿１００％●
西４.８m公道接面２１.８m●
隈庄小歩４分（３００m）●

西区池田1丁目売地
980　 渥万円
岩立小路バス停歩６分●
地１３９.５３㎡（４２.２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
池田小約２２０m　京陵中校区●
北西角地●

中央区壺川1丁目売地
1,000　 渥万円
寺原町バス停歩３分●
地１６９.３８㎡（５１.２４坪）古家有●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
解体更地渡し　壺川小･京陵中●
附属小徒歩８分（６４０m）●

東区神園2丁目売地
880　 渥万円
中山バス停歩８分●
地１８０.９２㎡（５４.７２坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
高台の東南角地　託麻北小・東部中●
熊本IC車２分（１.２㎞）●

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

南高江１丁目売家
1,500　万円
南高江バス停歩５分●
地２１５.４２㎡（６５.１６坪）●
建９７.０２㎡（２９.３４坪）●
軽量鉄骨造２階建　５ＤＫ●
Ｓ５３年１０月築　東南角地●

大江５丁目売マンション
2,580　万円
交通局前電停歩５分　２ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
挨６１.５７㎡（１８.６２坪）Ｈ１８年３月築●
哀愛姶２２,３８０円　ＲＣ２５階建１２Ｆ●
照明器具付　白川小・白川中校区●
D'グラフォート熊本タワー●

（求ム）売物件！（求ム）売物件（求ム）売物件！！

●売家　●売マンション
●売地　●アパート

ご相談・査定無料です
秘密厳守します

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●

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●

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

南小国町満願寺売家
1,500　万円
下田原バス停歩４分　別棟作業小屋有●
地１,３１０.３６㎡（３９６.３８坪）平屋建●
建９８.２５㎡（２９.７２坪）S４９年１０月築●
田舎暮らし適　温泉権有　家庭菜園●
田の原温泉（黒川温泉より約３㎞）●

阿蘇市乙姫売旅館
2,800　万円
乙姫ペンション村バス停歩１５分●
地２,２２４.０８㎡（６７２.７６坪）２階建●
建３４８.９９㎡（１０５.５６坪）Ｓ６０年７月築●
ペンション・保養所・寮・社宅等適●
別棟レストラン付（建２１６.０７㎡　H１４年８月築）●

緯０９６（３８５）２５７３渥
熊本県知事（７）第３２４５号

㈲マーキュリー

富合町廻江売家
3,150　万円
南区役所前バス停歩３分　姶３台可●
地２６９.２５㎡（８１.４４坪）木造２階建●
建１０９.３０㎡（３３.０６坪）Ｈ２６年２月築●
４ＬＤＫ＋WIC　屋根裏部屋有　北西角地●
桧家住宅「スマートワンカスタム」●

水前寺３丁目売マンション
2,650　万円
北水前寺踏切バス停歩１分●
挨９９.１１㎡（２９.９８坪）Ｈ１２年３月築●
哀愛３２,１８０円　ＲＣ６階建５Ｆ　４ＬＤＫ●
姶８,０００円（平置き）　逢８３.０４㎡●
東南角部屋　日当り・眺望良好●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社緯０９６（３６４）５０１０渥http://www.best-green.jp

戸島1丁目売家
2,590　万円
戸島入口バス停歩３分●
地１８２.２０㎡（５５.１１坪）木造２階建●
建１１８.７５㎡（３５.９２坪）Ｈ１９年６月築●
４ＬＤＫ　姶３台　太陽光発電●
託麻東小･二岡中校区●

日吉1丁目売家
2,890　万円
高江バス停歩３分　姶４台●
地３２６.９９㎡（９８.９１坪）木造２階建●
建１６３.７９㎡（４９.５４坪）Ｈ７年５月築●
８ＤＫ　日吉小･日吉中校区●
ＪＲ西熊本駅歩７分●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（４）第４３８６号

御幸笛田３丁目売地
1,300　万円
御幸病院バス停歩３分●
地２１４.０７㎡（６４.７５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
更地　東側約４ｍ公道●
御幸小・託麻中校区●

長嶺東9丁目売地
1,250　万円
中山バス停歩６分●
地２１６.２２㎡（６５.４０坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
東側約４.６ｍ公道　更地●
託麻北小･東部中校区●

八反田１丁目売地
1,400　万円
鉄工団地バス停歩５分●
地２１５.００㎡（６５.０３坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
託麻西小、西原小・●
西原中校区　建物有

菊池市野間口売アパート
1,300　万円
立石バス停歩１分●
地３１９.９７㎡（９６.７９坪）姶３台●
建１９６.９８㎡（５９.５８坪）Ｓ５６年１１月築●
鉄骨造２階建　３ＤＫ×４室　●
満室時表面利回り１３.２０％可● 水前寺支部

（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区山ノ神２丁目売地
2,300　万円
東稜高校バス停歩１分●
地２９９.１９㎡（９０.５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
分筆可　建築条件無●
山ノ内小、東町中・錦ヶ丘中校区●

中央区出水６丁目売家
1,860　万円
食糧事務所バス停歩１３分●
地２４１.８８㎡（７３.１６坪）姶２台可●
建１４６.３５㎡（４４.２７坪）Ｓ５７年１１月築●
Ｈ５年１月増築　６ＤＫ　要リフォーム●
茜一住娃６０％阿２００％●

緯０９６（２８５）６８９２渥
熊本県知事（２）第４７８９号

㈲カラムモード商会
緯０９６（３８４）６１２３渥熊本県知事（１）第５２１６号

㈲熊コーポレーション

宇土市花園町売地
600　万円

花園橋バス停歩１分●
地２４２㎡（７３.２０坪）賃貸中●
唖雑種地茜無指定娃７０％阿２００％●
松橋バイパス車で１分（６００m）●
花園小約７００m　鶴城中約２.４㎞●

ゆう

HPにて公開中！

京町２丁目売地
4,200　万円
京町柳川バス停歩２分●
地３５８.３６㎡（１０８.４０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件無　引渡条件応相談●
熊大附属小５５０ｍ・附属中７００ｍ●

天草市有明町須子売別荘
500　万円

有明町須子バス停歩１５分●
地１４５.７７㎡（４４.１０坪）木造２階建●
建１０７.８０㎡（３２.６坪）H１８年１０月築●
１階車庫、倉庫　３階ロフト●
別荘地内　海岸沿　景観良●

天草市有明町須子売別荘
470　万円

有明町須子バス停歩１６分●
地１３７.８８㎡（４１.７１坪）●
建３４.０３㎡（１０．２９坪）●
木造平家建　H１４年１０月築●
令和元年１０月増築●

エヌケイ企画 緯０９６（３８１）３２０５渥熊本県知事（４）第４３２５号

海際
景観良

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　姶３,０００円●
敷金礼金なし　ペット可●

緯０９６（３８０）７７００握
古閑光徳

南区白藤４丁目貸アパート
月額6.3　万円
白藤団地入口バス停歩１分●
挨６７.０７㎡（２０.２８坪）　２階建 ●
Ｈ１５年３月築　Ⓟ２台分込●
葵０円　穐２ヶ月　敷引●
３ＤＫ　メゾネットタイプ●

緯０９６（３５８）２９５３握
西原　視 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！！

人吉市上青井町貸マンション
月額6.4　万円
中青井バス停歩３分　姶１台●
挨４１.７２㎡（１２.６２坪）１ＬＤＫ●
Ｈ１７年３月築　ＲＣ１０階建８Ｆ●
保証金１９.２万円　オール電化●
オートロック・エレベーター付●

売買
山鹿市鹿校通２丁目売家

2,570　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●
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●

高森町色見売地
158　万円

前原田楽前バス停歩２０分●
地５２４.００㎡（１５８.５１坪）更地●
唖山林茜無指定娃３０％阿６０％●
季節を感じる別荘地、白川水源約５.５ｋｍ●
休暇村南阿蘇約３ｋｍ、月廻り温泉約３.２ｋｍ●

南阿蘇村両併売地
180　万円

南阿蘇ゆるっとバス「前畑」バス停歩１８分●
地１４７.００㎡（４４.４６坪）●
唖山林茜無指定娃３０％阿６０％●
静かな環境、別荘に適、更地●

高森町上色見売地
980　万円

高森温泉館前バス停歩１８分●
地３５４.００㎡（１０７.０８坪）●
唖原野茜無指定娃１０％阿２０％●
静かな環境です。高森温泉館うら●
建物あり（別荘・内覧可能）●

宇土市岩古曽町売地
950　万円

上古閑バス停歩５分●
地５７４.４６㎡（１７３.７７坪）●
唖宅地茜無指定　更地●
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●

西原村布田売地
350　万円

産交バス「上布田」バス停歩６分●
地１５２.６５㎡（４６.１７坪）●
唖宅地茜無指定●
南東角地　！　、更地●
西原村役場より約７５０m●

国土交通大臣（２）第００８４３２号
熊本市中央区大江４‐１０‐１０

南区富合町廻江売地
840　万円

緑川橋バス停歩９分●
地４００㎡（１２１.００坪）●
唖田茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発制度区域、土地広 １々２１坪！●
更地（植栽あり）、即時引渡し●

中古住宅専門店　ガラリト　㈱明和不動産 緯０９６（３４２）６５５５渥

中央区出水２丁目売家
6,700　万円
出水三丁目バス停歩２分●
地４０６.９３㎡（１２３.０９坪）８ＬＤＫ●
建２３４.８９㎡（７１.０５坪）Ｓ５７年１１月築●
姶５台可、出水南小・出水中校区●
江津湖のせせらぎ聞こえます●


