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㈱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●

（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

東町４丁目売マンション
1,200　万円
健軍町電停歩４分●
挨９７.３６㎡（２９.４５坪）４ＬＤＫ●
Ｈ１年３月築　要リフォーム●
哀愛１３,５００円　姶有　ＲＣ５階建３Ｆ●
チェリーハイツ健軍　健軍東小・東町中●

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●

坪井６丁目売マンション
1,298　万円
電鉄坪井川公園駅歩２分　３LDK●
挨６０.４８㎡（１８.２９坪）H１年２月築●
哀愛９,７００円　SRC９階建３F●
姶近隣有　R１年５月リフォーム済 ●
３号線近隣でアクセス良好●

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

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

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

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

西梶尾町売家
1,580　万円
北部総合出張所前バス停歩１２分●
地１８３.５４㎡（５５.５２坪）木造２階建●
建９４㎡（２８.４３坪）Ｈ１２年１０月築●
４ＬＤＫ　姶３台　ユニバーサルホーム施工●
川上小歩１０分（８００m）　オール電化

清水万石２丁目売地
1,280　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

鶴羽田４丁目売家
2,080　万円
松の本バス停歩３分●
地２０９.３４㎡（６３.３２坪）木造２階建●
建１１１㎡（３３.５７坪）Ｈ１２年１０月築●
４ＬＤＫ　姶２台　閑静な住宅街●
北部東小・北部中校区

池田２丁目売家
1,480　万円
長迫団地入口バス停歩３分●
地２５５.７２㎡（７７.３５坪）●
建１６５.４７㎡（５０.０５坪）Ｓ５４年９月築●
木造２階建　７ＤＫ　角地●
駐車場２台　閑静な住宅街

打越町売地
780　万円

津の浦公民館前バス停歩２分●
地１７９.１７㎡（５４.１９坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　解体更地渡し●

高平台小・京陵中校区　建築条件無

植木町内売地
680　万円

砥石バス停歩２分●
地７６６.７６㎡（２３１.９４坪）広々敷地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建物有　解体更地渡し　日当良好●

山本小歩５分（４００ｍ）・五霊中　建築条件無

植木町一木売地
980　万円

五霊中学校前バス停歩１１分●
地２４３.５３㎡（７３.６６坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北側４ｍ公道　日当良好●

建築条件無　植木小・五霊中校区

出町売マンション

1,290　万円
岩立小路バス停歩１分　逢４３.８８㎡●
挨９８.３７㎡（２９.７５坪）Ｈ１年１１月築●
哀愛２０,５９２円　ＳＲＣ１１階建９Ｆ　４ＬＤＫ●
Ｈ３０年７月水回り交換　池田小・京陵中●

東南角部屋　ペット可　附属小歩８分（６０７ｍ）
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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

売地

●
●
●
●

沼山津３丁目売地
890　万円

沼山津バス停歩３分●
地１７４.２６㎡（５２.７１坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
日当良好　利便性良好●
秋津小・桜木中校区　解体相談

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●
シャッター付ガレージ（駐車２台可）●
国道そば閑静な住宅地　買物便利●

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●

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
熊本市中央区大江４‐１０‐１０

合志市豊岡売家
1,850　　万円
泉ヶ丘市民センター前バス停歩３分●
地２３１.５４㎡（７０.０４坪）５DK●
建１０５.１６㎡（３１.８１坪）H２年３月築●
日当り良好、光の森まで約２,２００m●
マルキョウ合志店約５５０m、H２８.３月悪済●

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号

楠７丁目新築一戸建
3,380　万円
高杉バス停歩４分　姶３台可●
地１８０.６１㎡（５４.６３坪）木造２階建●
建１２８.３６㎡（３８.８３坪）Ｈ３１年３月築●
次世代制震装置　ウィンダンパー搭載●
４ＬＤＫ　２１帖の広々吹抜ＬＤＫ●

オープンハウス
１２/８㈰１１：００～１６：００ 新屋敷２丁目売一棟マンション

7,950　万円
大江川鶴バス停歩５分　１Ｒ×１４戸●
地３３０.７０㎡（１００.０３坪）鉄骨造３階建●
建４３６.０４㎡（１３１.９０坪）Ｈ１２年２月築●
現在満室　年収６７８万円●
表面利回り８.５２％●

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
2,140　万円
団地東バス停歩５分●
地２６７.５０㎡（８０.９１坪）閑静地●
建１１６.８７㎡（３５.３５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●

和風平屋建♪
Ⓟ３～５台可 合志市須屋２６９５‐３５８ナビ

緯０９６（３６４）５０１０渥
http://www.best-green.jpベスト・グリーン㈱熊本県知事（４）第４３８６号

七城町菰入売倉庫
1,200　万円
高島バス停歩８分●
地２６３.１０㎡（７９.５８坪）●
地１４４.００㎡（４３.５６坪）●
鉄骨造平家建　H２８年５月築●
北東側約５.５ｍ公道●

美里町佐俣売地
300　万円

佐俣JA倉庫跡バス停歩１分●
地１９７.１６㎡（５９.６４坪）●
唖宅地茜区域外　建物有●
北側約１０m・南側約３m公道●
中央小・中央中校区●

美里町佐俣売地
500　万円

佐俣ＪＡ倉庫跡バス停歩２分●
地３８１.１９㎡（１１５.３０坪）●
唖宅地茜区域外　建物有●
北西角地●
中央小・中央中校区●

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

嘉島町上島売地
3,500　万円
下上島バス停歩３分●
地４４６.００㎡（１３４.９坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
角地　建築条件なし●
嘉島西小・嘉島中校区●

水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

大江３丁目売マンション
3,330　万円
大江渡鹿バス停歩１分　逢１４.６０㎡●
挨７４.６４㎡（２２.５７坪）Ｈ２８年１月築●
哀愛１４,５６０円　ＲＣ１４階建１０Ｆ　３ＬＤＫ●
平置姶有　大江小・白川中校区●
図書館・医療施設等生活環境良好●

龍田陳内３丁目売家
3,980　万円
龍田陳内バス停歩３分　床暖房付●
地２８４.７７㎡（８６.１４坪）４ＬＤＫ＋納戸●
建１０８.９６㎡（３２.９６坪）Ｈ２８年７月築●
軽量鉄骨造平家建　姶並列４台可●
大和ハウス工業「ジーヴォ」●

宇土市住吉町売家
1,180　万円
住吉駅歩５分　北東角地●
地４９８.７５㎡（１５０.８７坪）木造平家建●
建２２９.６１㎡（６９.４５坪）H１年３月築●
７LDK＋納戸　LDK２１.６帖●
広々駐車場　網津小・住吉中校区●

桜木１丁目売家
2,760　万円
沼山津神社前バス停歩３分●
地１０３.５１㎡（３１.３１坪）木造２階建●
建８４.０４㎡（２５.４２坪）H２７年１１月築●
３LDK　屋上テラス付　角地●
東宝ホームのオール電化住宅●

オープンハウス
１２/８日１１：００～１６：００ 京町１丁目売家

2,780　万円
裁判所前バス停歩２分●
地１６１.７９㎡（４８.９４坪）木造２階建●
建１００.０３㎡（３０.２５坪）Ｓ５６年１２月築●
裏京町通り沿　壺川小・京陵中校区●
４DK　月額８.５万円で賃貸中●

益城町広崎売倉庫
4,200　万円
広崎バス停歩１０分●
地５６５㎡（１７０.９坪）●
建６３７.８３㎡（１９２.９４坪）●
鉄骨造３階建　Ｓ５４年３月築●
別棟付（木造２階建）姶有●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

大津町引水売家
1,698　　万円

（
税
込
）

町営住宅前バス停歩４分　姶３台可●
地２２１.６３㎡（６７.０４坪）木造２階建●
建１１８.１６㎡（３５.７４坪）H２年１月築●
５LDK　南東角地　大津小・中校区●
R１年１１月全面リフォーム済●

㈱リアルト・ハーツ熊本支店国土交通大臣（３）第７２３１号
熊本市東区秋津新町２番２２号 [リセットハウス]で検索

緯０９６（２８５）８４２１握

オープンハウス１２/７土８日１２：００～１７：００
ホワイト
急便

賃貸
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！！

人吉市大工町貸家
月額7　万円

外山病院前バス停歩３分　３LDK●
建８５.０１㎡（２５.７１坪）Ｓ４８年１月築●
木造瓦葺２階建　エアコン・姶有●
要家財保険加入　保証金２１万円●
Ｈ２６年１０月室内外リフォーム済●

売買
菊池市西寺売地

978　　万円
きくちべんりカー・西部市民センターバス停歩２分●
地６４６.９４㎡（１９５.６９坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
現況渡し　古家有●
西部市民センター１６０ｍ●

東区小山４丁目売地
6,558　万円
戸島農協前バス停歩４分●
地１,０８４㎡（３２７.９１坪）●
唖雑種地茜調整●
現況渡し、県道熊本空港線沿●
一部開発許可（ドライブイン）済●

緯０９６（３８２）０５１４渥
熊本県知事（８）第３１５１号

㈱芙蓉建設

薄場１丁目売家
2,080 　万円
薄場町バス停歩３分●
地１４３.８９㎡（４３.５２坪）木造２階建●
建８９.８４㎡（２７.１７坪）Ｈ２８年３月築●
スーパー・バス停・コンビニ徒歩圏内！●
築３年の３LDKのキレイなお家です！●

春竹町春竹売マンション
1,490 　万円
団地入口バス停歩１分●
挨７７.５６㎡　Ｈ３年３月築●
哀愛９,３５０円　８階建４Ｆ●
Ｒ１年１０月室内リフォーム済！●
３面バルコニーの明るいお部屋です！●

錆０１２０（４９５）３３３渥㈱すがコーポレーション　熊本中央南店国土交通大臣（１）第０９０３３号

国府３丁目売地
4,340 　万円
白山神社バス停歩１分●
地４０９.９１㎡（１２３.９９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
八王寺通り沿い！　１２４坪の整形地！●
店舗としても好立地！●


