
松橋町豊崎売地
285　万円

南豊崎バス停歩１０分●
地１９５.３５㎡（５９.０９坪）更地●
唖宅地茜無指定　建築条件無●
上水道引込・浄化槽設置要●
豊川小・松橋中校区●

龍田５丁目売地
800　万円

団地中央口バス停歩１分●
地１５８.０１㎡（４７.７９坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　東側４ｍ道路●
楡木小７００ｍ　楠中６００ｍ●

楠７丁目新築一戸建
3,380　万円
高杉バス停歩４分　姶２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●
緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号

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！！

人吉市五日町貸マンション
月額8.6　万円
九日町バス停歩１分　２LDK●
挨５９.９８㎡（１８.１４坪）H１９年１２月築●
RC１０階建４F　保証金２５.８万円●
家財保険加入　球磨川を望む●
エレベーター　オートロック付●

売買
宇土市走潟町分譲宅地

315　～320　万
円

万
円

南走潟バス停歩５分●
地１３０.１４㎡（３９.３７坪）～１３２.２３㎡（４０坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
全２区画　走潟小まで７００m●
建築条件なし　コンビニまで５００m●

緯０９６４（２２）０１９４握
杉内　修一

大津町陣内売家
2,100　万円
陣内バス停歩４分●
地９８９.３２㎡（２９９.２６坪）●
建１３２.０４㎡（３９.９４坪）Ｓ４７年月不詳築●
木造２階建　付属建物有●
大津南小・大津中校区●

大津町大津売家
2,100　万円
引の水バス停歩４分●
地９８３.４１㎡（２９７.４８坪）●
建１３８.２９㎡（４１.８３坪）●
木造２階建　Ｈ５年３月築●
大津小・大津中校区●

嘉島町下六嘉売地
790　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●

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

南区城南町今吉野売家
2,390　万円
吉野バス停歩６分●
地２５６.２７㎡（７７.５２坪）●
建１０７.６４㎡（３２.５６坪）●
Ｈ３０年１２月築　オール電化●
４ＬＤＫ　分譲住宅地内●

緯０９６５（６２）８０９３渥
熊本県知事（２）第５００５号

㈱村﨑不動産

オープンハウス
２/１５土１６日１１～１６時

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

本山町売マンション
2,180　万円
世安町バス停歩１分　４LDK●
挨９４.７９㎡（２８.６７坪）H４年１月築　●
哀愛１５,９００円　１４階建１４F　最上階●
サーパスシティ熊本　向山小･江南中●
R１年５月内装リフォーム済●

新町３丁目売地
7,000　万円
蔚山町電停歩３分●
地２８１.３１㎡（８５.１０坪）●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
西側道路　現在更地●
３.３㎡（坪）８２.３万円●

水前寺３丁目売マンション
2,080　万円
JR水前寺駅歩３分　２LDK●
挨７３.９７㎡（２２.３７坪）１１階建７F●
S６３年３月築　哀愛１９,７９０円　●
家具付　パストラルハイム水前寺●
H３１年３月内装フルリノベーション済●

迎町２丁目貸事務所
月額35.20　万円
迎町バス停歩３分●
挨１４７.９２㎡（４４.７４坪）●
H７年２月築　鉄骨造２階建２F●
礼金２ヶ月　穐６ヶ月　姶８台●
南向き　国道３号線沿い●

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●

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
1,480　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
1,680　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
580　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
860　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）

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地中古住宅・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトト用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地アパート用地・テナント用地等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等

をををををををををををををををををををを探探探探探探探探探探探探探探探探探探探探ししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすを探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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

和泉町売地
600　万円

和泉バス停歩５分●
地４１０㎡（１２４坪）建築条件無●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
日当良好　西里小・北部中●
高台　角地　西回りバイパス近隣

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

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

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

島崎５丁目売家
620　万円

三軒屋バス停歩２分　５ＤＫ●
地２１９.７２㎡（６６.４６坪）木造２階建●
建９３.３０㎡（２８.２２坪）Ｓ２６年３月築●
Ｓ５３年５月増築　瑕疵担保免責●
生活・交通環境良　城西小・西山中●

オープンハウス
２/１５㈯１６日１１：００～１６：００ 水前寺３丁目売マンション

2,500　万円
ＪＲ水前寺駅歩５分　逢２４.６８㎡●
挨８５.１３㎡（２５.７５坪）H１８年７月築●
哀愛２２,３８０円　姶有　ＲＣ１３階建２Ｆ●
南西角部屋　日当・生活・交通環境良好●
４ＬＤＫ＋WIC　託麻原小・帯山中校区●

オープンハウス
２/１６日１１：００～１６：００ 合志市豊岡売家

3,280　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●

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

益城町広崎貸家
月額6.5　万円
府内古閑バス停歩４分●
建７７.２３㎡（２３.３６坪）●
Ｓ５２年１１月築　２階建●
葵無　穐２ヶ月●
駐車４台可●

南区城南町鰐瀬売地
580　万円

鰐瀬バス停歩９分●
地３６４.８７㎡（１１０.３７坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
法３４条１１号（集落内開発区域）●
高台　日当良　豊田小校区●

緯０９６（３６８）５５６０渥
熊本県知事（４）第４３６１号

㈲平川宅建

御船町辺田見新築一戸建
1,980　万円
中辺田見バス停歩８分●
地２１９.６２㎡（６６.４３坪）●
建９９.３６㎡（３０.０５坪）●
H３１年２月築　３LDK＋食品庫●
陽当良広々LDK・食品庫付●

御船町辺田見新築一戸建
1,480　万円
中辺田見バス停歩８分●
地１７０.２３㎡（５１.４９坪）●
建６２.１０㎡（１８.７８坪）●
H３１年２月築　平屋建　２LDK●
ドラッグモリ６０m、買物便利●

北区清水新地５丁目売地
880　万円

新地バス停歩５分　陽当良好●
地１７７.００㎡（５３.５４坪）建条無●
唖雑種地茜一中娃６０％阿１５０％●
東南角地　熊本信金１４０m●
熊本電鉄新須屋駅歩９分●

UEDA HOME　㈲ウエダホーム熊本県知事（２）第４７９０号
上益城郡御船町滝川１６５１‐１

錆０１２０（８０６）７８８握
［ウエダホーム］で検索

御船町辺田見売地
700　万円

中辺田見バス停歩８分●
地２０２.６１㎡（６１.２８坪）●
唖宅地茜一中娃５０％阿１００％●
建築条件無　買物便利●
御船小・御船中校区●

西区島崎４丁目売地
4,500　万円
慈恵病院前バス停歩５分●
地１,６９８.０４㎡（５１３.６５坪）●
唖宅地・畑茜二中●
娃６０％阿２００％●
分譲地・アパート用地等適●
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