
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。

賃貸
御船町滝川売地
352　万円

滝川橋バス停歩７分●
地５８１㎡（１７５坪）●
唖宅地茜一低●
娃４０％阿８０％●
小規模アパート用地・倉庫等向●

御船町滝川売地
613　万円

自動車学校入口バス停歩２分●
地２６９㎡（８１坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
御船小３５０ｍ　御船中６００ｍ●
閑静な住宅地●

御船町木倉売地
793.5　万円
木倉小前バス停歩３分●
地２２８㎡（６９坪）●
唖雑種地茜区域内娃７０％阿２００％●
木倉小・御船中　住宅地●
上下水道配管有●

御船町滝川売地
1,470　万円
メロディ橋バス停歩７分●
地１,８６０㎡（５６３坪）農地転用可●
唖畑茜区域内娃７０％阿２００％●
コストコ出店計画地より１.５㎞●
資材置場、分譲用地向●

甲佐町船津売家
1,500　万円
船津バス停歩２０分●
地１,０７０㎡（３２３.６８坪）●
建１６９㎡（５１坪）Ｈ１３年１０月築●
別荘・田舎暮し向●
庭広し　菜園可●

火の国不動産 緯０９６（２８２）０２２５渥熊本県知事（１２）第１５８９号緯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！！

人吉市西間下町貸マンション
月額6　万円

人吉市役所西間別館バス停歩２分●
挨３７.７７㎡（１１.４３坪）H１６年１月築●
RC７階建５F　無料wi-fi　P有●
保証金１８万円　エレベーター付●
１LDK　家財保険加入要●

売買
八代市古閑中町売地
900　万円

九産バス「古閑中町」バス停歩４分●
地３１６.４６㎡（９５.７２坪）●
唖宅地茜一中娃５０％阿１５０％●
閑静な住宅街、現況渡し（古家付）●
八代市営公共上下水道、プロパンガス●

緯０９６（３２５）１５１１渥

熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

松橋町中原分譲宅地
1,020　万円
新四ツ角バス停歩２分●
地１９８.３１㎡（５９.９８坪）～１９８.３６㎡（６０.００坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿２００％●
販売２区画　松橋小・松橋中校区●
ゆめマートまで４００ｍ　閑静な住宅地●

小川町江頭分譲宅地
750　～850　万

円
万
円

小川四ツ角バス停歩２分●
地１９９.８４㎡（６０.４５坪）～３６１.５７㎡（１０９.３７坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
販売３区画　河江小・小川中校区●
イオンモール宇城まで約６００ｍ●

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 錆０１２０（４９５）３３３渥
国土交通大臣（１）第００９０３３号

㈱すがコーポレーション　熊本中央南店

練兵町売マンション
1,800　万円
河原町バス停歩３分●
挨５５.６１㎡　Ｈ２０年２月築●
哀愛７,２００円　１５階建５Ｆ●
サクラマチクマモト歩５分（４００ｍ）！●
ペット可！　オール電化！　リフォーム渡し！●

辛島町売マンション
1,850　万円
洗馬橋バス停歩２分●
挨６６.６２㎡　Ｈ１８年６月築●
哀愛１２,４００円　１４階建１１・１２Ｆ●
サクラマチクマモト歩３分（２４０ｍ）！●
ペット可のメゾネット！　オール電化！●

緯０９６（３７１）３２２１渥
熊本県知事（６）第３７７５号

松下管理㈲

東区尾ノ上２丁目売マンション
1,580　万円
自衛隊通りバス停歩４分　４ＬＤＫ●
挨８３.５１㎡（２５.２６坪）Ｈ７年８月築●
哀愛姶２９,４７０円　ＳＲＣ１０階建１Ｆ●
専用庭有　R２年１月全室リ済●
南向き　フラワーM錦ヶ丘公園●

オープンルーム
１/１８土１９日１０：００～１７：００ 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●

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●

菊池市西寺売地
795.6　　渥万

円
西野間口バス停歩５分●
地３８８㎡（１１７.３６坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
菊之池小８５０ｍ　菊之池保育園１.２㎞●
農地転用申請別途　現状更地●

菊池市泗水町永売地
320　　渥万

円
高江バス停歩２７分●
地５１０㎡（１５４.２７坪）●
唖山林茜無指定娃７０％阿２００％●
泗水東小１.７㎞　泗水東保育園１.８㎞●
現状更地　閑静な住環境です。●

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●

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（１）第５０６２号

山鹿市久原売家
1,299　万円
久原バス停歩４分●
地２,４６６.３８㎡（７４６.０７坪）●
建１７９.６９㎡（５４.３５坪）Ｓ６２年７月築●
木造２階建　三玉小歩５分（４００ｍ）●
８ＬＤＫ＋茶室　２世帯にもオススメ●

緯０９６（２０２）６０９２渥
熊本県知事（１）第５２４２号

㈱ランズライフ

オープンハウス
１/１８土１９日１１：００～１６：００

山鹿市久原
３０５６‐１

嘉島町下六嘉売地
880　万円

下六嘉バス停歩５分●
地４３９.７０㎡（１３３.００坪）更地●
唖宅地茜無指定　嘉島東小・嘉島中●
南側道路セットバック要●
集落内開発制度区域●

松橋町両仲間売地
1,580　万円
熊本南病院入口バス停歩９分●
地８００.００㎡（２４２.００坪）●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
要農地転用許可後建築可●
豊福小・松橋中校区●

嘉島町上島売地
3,500　万円
下上島バス停歩３分●
地４４６.００㎡（１３４.９１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●

御船町陣売家
2,098　万円
陣バス停歩９分　姶３台●
地２２４.８８㎡（６８.０２坪）木造２階建●
建１０１.５０㎡（３０.７０坪）Ｈ２４年７月築●
３ＬＤＫ　小坂小・御船中校区●
御船フォレストタウンなみきが丘●

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

本渡町本泉売倉庫
9,320　万円
一の瀬バス停歩４分●
地３,０８１.００㎡（９３２.００坪）●
建３７９.５０㎡（１１４.７９坪）H２年６月築●
鉄骨造平家建　別棟倉庫・居宅付●
本渡小・本渡中校区●

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

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●

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●

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●

（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

上鍛冶屋町売マンション
1,598　万円
河原町バス停歩２分　逢１２.１２㎡●
挨６９.３０㎡（２０.９６坪）Ｓ６１年８月築●
哀愛姶３０,５９０円　ＳＲＣ１１階建４Ｆ●
３ＬＤＫ　角部屋　２面バルコニー●
サクラマチクマモトまで６５０ｍ●

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
1,380　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　日当良好●
地２１９.３５㎡（６６.３５坪）平坦地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　解体更地渡し●

建築条件無　清水小・竜南中校区

鶴羽田４丁目売家
1,780　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
680　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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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

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　解体相談　日当良好●

建築条件無　清水小・竜南中校区

池田１丁目売地
1,100　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
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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
１/１９㈰１１：００～１６：００ 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」●

合志市豊岡売家
3,430　万円
合志南小学校前バス停歩７分●
地２１３.７６㎡（６４.６６坪）４ＬＤＫ＋ＷＩＣ●
建１１２.８２㎡（３４.１３坪）Ｈ２５年２月築●
軽量鉄骨造２階建　大和ハウス　ジーヴォ●
Ｒ１年１２月室内一部リフォーム済　日当良●

オープンハウス
１/１８㈯１１：００～１６：００


