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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

益城町安永売地
1,296　万円
ましき野バス停歩４分●
地４５６.１８㎡（１３７.９９坪）●
唖宅地茜無指定娃６０％阿１５０％●
建築条件なし●
広安小・益城中校区●

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●

戸島1丁目売家
2,550　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●

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

東京塚町売家
3,100　万円
灰塚バス停歩２分●
地３５６.８０㎡（１０７.９３坪）●
建１１１.７０㎡（３３.７８坪）Ｓ３９年３月築●
木造２階建　６ＤＫ　姶２台●
尾ノ上小・錦ヶ丘中校区●

東子飼町売マンション
2,398　万円
子飼橋バス停歩４分●
挨８４.３２㎡　Ｈ１１年６月築●
哀愛１４,６００円　１５階建１３Ｆ●
東南角部屋！　眺望良好！●
R１年１１月末リフォーム完了済！●

練兵町売マンション
1,950　万円
日銀前バス停歩３分●
挨６５.０３㎡　H１０年７月築●
哀愛１２,２００円　１４階建６F●
ペット相談可！　駐車場１台有！●
サクラマチクマモト歩３分（２４０m）●

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００９０３３号

坪井６丁目売マンション
1,298　万円
男女共同参画センターはあもにい前バス停歩５分●
挨６０.４８㎡　Ｈ１年２月築●
哀愛９,７００円　９階建３Ｆ●
Ｒ１年５月室内全面リフォーム済！●
南側公園、明るく開放感のあるお部屋！●

菊池市七城町甲佐町売地
550　　渥万

円
間所バス停歩４分●
地３２４.３１㎡（９８.１０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●

北区植木町米塚売家
895　　渥万

円
平島バス停歩１分●
地６５５.８５㎡（１９８.３９坪）２ＤＫ●
建４９.６８㎡（１５.０２坪）Ｓ５９年１月築●
木造平屋建　Ｈ２８年１１月水回りリフォーム済●
田底小・植木北中校区　田底郵便局６５０ｍ●

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●

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（１）第５０６２号

山鹿市熊入町売家
585　　渥万

円
熊入四ツ角バス停歩１分●
地９５.３１㎡（２８.８３坪）４ＤＫ●
建６４.７４㎡（１９.５８坪）Ｓ５０年９月築●
木造２階建　姶３台分　事務所利用可●
八幡小・山鹿中校区　ゆめマート７３０ｍ●

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●

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●

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●

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

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥

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●

熊本県知事（２）第４９８２号

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」●

玉名市中新築一戸建
2,680　万円
下河原バス停歩５分●
地２４７.９５㎡（７５.００坪）姶３台●
建１０１.２５㎡（３０.６坪）Ｒ１年９月築●
木造２階建　４ＬＤＫ　全室南向き●
玉名町小・玉名中校区●

オープンハウス
１２/１４土１１：００～１６：００

オープンハウス
１２/１５㈰１１：００～１６：００

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会 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。

八代市千反町１丁目売地
540　万円

八代実業専門学校前バス停歩３分●
地１８６.２９㎡（５６.３５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
南側公道に９ｍ接道●
閑静住宅地●

緯０９６（３６０）５６８７渥

熊本県知事（３）第４５８１号

松原淳一不動産㈱

益城町安永売家
3,500　万円
上安永バス停歩４分　姶２台●
地１６５.００㎡（４９.９１坪）４LDK＋WIC●
建１０３.０５㎡（３１.１７坪）H３０年８月築●
軽量鉄骨造２階建　オール電化●
区画整理地内　広安小・益城中●

緯０９６（２７３）６０８１渥
熊本県知事（２）第５０１７号

㈱東亜不動産

パナソニックホームズ施工
築１年　閑静な住宅街 玉名市両迫間売家

1,380　万円
迫間バス停歩４分　別途９２.５７㎡畑付●
地４９８.７８㎡（１５０.８８坪）５ＬＤＫ●
建２１３.６８㎡（６４.６３坪）Ｓ１３年月不詳築●
Ｓ４１年月不詳大幅改造あり　建物程度良●
陶器瓦使用　納戸・カーポートあり●

緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

新幹線新玉名駅まで８００ｍ

エコキュートのオール電化住宅
Ｈ１６年１２月水回りリフォーム済

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！！

人吉市上青井町貸店舗
月額10　万円
中青井バス停歩３分●
挨４０㎡（１２.１坪）●
Ｈ１７年３月築　ＲＣ１０階建２Ｆ●
保証金３０万円　P２台●
要店舗総合保険加入●

売買
南区白藤１丁目売地
900　万円

白藤町バス停歩１分●
地１９２.９９㎡（５８.３８坪）●
唖畑茜一中●
娃６０％阿１５０％　間口７ｍ●
力合小・力合中校区●

緯０９６（３２６）１１９９渥

熊本県知事（２）第４８６３号

㈱エスエーグローバル

荒尾市荒尾売地
1,600　　渥万

円
ＪＲ鹿児島本線「荒尾」駅歩２０分●
地７４６.４８㎡（２２５.８１坪）●
唖宅地茜二低娃６０％阿１００％●
建物有（解体更地渡し）●
荒尾第一小学校まで２６０ｍ●

宇土市走潟町分譲宅地
371　～572　　旭万

円
万
円

走潟農協前バス停歩５分●
地１６３.４㎡（４９.４２坪）～２０１.７６㎡（６１.０３坪）●
唖宅地茜無指定娃１００％阿２００％●
全１２区画中１１区画販売　建築条件なし●
最多販売価格帯３７０万円台（４区画）●

緯０９６（２８８）６７３８旭
熊本県知事（２）第５０２１号

システム都市開発㈱

梶尾町売家
2,780　万円
鶴の原北口バス停歩２分　オール電化●
地２６７.５２㎡（８０.９２坪）軽量鉄骨造２階建●
建１０６.１０㎡（３２.０９坪）Ｈ２０年１２月築●
姶４台可　温泉付　セキスイハイムの家●
４ＬＤＫ　太陽光（４.５ｋｗ）･リビング床暖房付●

緯０９６（２４８）６１８７渥
［西武ホーム］で検索

熊本県知事（８）第３０６８号

㈲西武ホーム

大津町美咲野４丁目売家
3,500　万円
ＪＲ大津駅歩３５分　東南角地（６ｍ×６ｍ）●
地２４９.６９㎡（７５.５３坪）姶３台可●
建１３１.７９㎡（３９.８６坪）Ｈ２５年１月築●
軽量鉄骨造２階建　積水ハウスの家●
太陽光（４.５ｋｗ）付　美咲野小歩２分（１６０ｍ）●


