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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
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水前寺３丁目売マンション
1,980　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●

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●

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）５ＤＫ●
建９７.０２㎡（２９.３４坪）Ｓ５３年１０月築●
軽量鉄骨造２階建　東南角地●
２/２２㈯２３㈰１２～１６時オープン●

花園６丁目売地
680　万円

花園校前バス停歩６分●
地１７８㎡（５３.８４坪）●
唖山林茜一低●
娃４０％阿８０％　建物有●
北側約４ｍ公道●

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●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

緯０９６（３１１）７７７１渥
熊本県知事（５）第４１１４号

住まい美建

北区梶尾町売家
3,500　万円
南陽台バス停歩２分●
地４１２.７９㎡（１２４.８６坪）●
建１７２.４４㎡（５２.１６坪）H３年９月築●
３LDK＋サービスルーム●
寒い冬向きの温泉付●

北区清水岩倉１丁目売家
2,600　万円
清水ヶ丘バス停歩５分●
地３９５.１１㎡（１１９.５２坪）●
建２０２.７㎡（６１.３１坪）●
S５９年１１月築　６LDK●
自然とゆとりの建物●

武蔵ヶ丘３丁目売地
1,580　万円
武蔵ヶ丘バス停歩３分　閑静な住宅地●
地２９８.３２㎡（９０.２４坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
武蔵小・武蔵中　建築条件無●
担当者/０９０‐９５８８‐９００８　案内可●

緯０９６（３１２）１５１５渥

熊本県知事（４）第４１５８号

㈲アイアイ

菊池市野間口売地
2,268　万円
野間口バス停歩３分●
地１,８７５.２９㎡（５６７.２７坪）●
唖宅地茜準住娃６０％阿２００％●
建物有　現状渡し●
分譲地やアパート用地適●

緯０９６（３６２）２００３握

熊本県知事（１１）第１７５３号

㈲熊本動産

東区東本町売地
5,200　万円
健軍町電停歩４分●
地４１６.６４㎡（１２６.０３坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　住宅・アパートに適●
健軍東小・東町中まで約４００ｍ●

緯０９６（２７３）７７７６握

熊本県知事（２）第４９９９号

㈱アイアース不動産

西区春日８丁目売地
900　　渥万

円
春日６丁目バス停歩１３分●
地１３５.４６㎡（４０.９７坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件付●
春日小・花陵中校区●

西区城山半田３丁目分譲宅地
930　～960　　握万

円
万
円

城山小学校前バス停１３分●
地２１６.５６㎡（６５.５０坪）～２３１.７９㎡（７０.１１坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
建築条件付　集落内開発●
販売５区画　城山小・三和中校区●

緯０９６（３２７）９９３８
熊本県知事（３）第４７３８号

㈱センター建設不動産

南区城南町丹生宮売地
657　万円

千町バス停歩２５分●
地２４１.５５㎡（７３.０７坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
開発検査済・建築条件無し●
南面公道　杉上小・下益城城南中●

中央区出水７丁目売家
2,400　万円
長溝団地バス停歩８分●
地２４３.０７㎡（７３.５２坪）姶４台●
建１３４.０１㎡（４０.５３坪）Ｈ元年３月築●
和食店舗併用住宅●
２Ｆは３ＬＤＫ住居●

緯０９６（３７８）３６６３渥
熊本県知事（１３）第１０５２号

出光ホーム

北区龍田３丁目売家
1,580　万円
迫屋敷バス停歩１５分　４ＬＤＫ●
地２３１.４３㎡（７０.００坪）木造２階建●
建９０.００㎡（２７.２２坪）Ｓ６３年７月築●
Ｒ１年１２月内外装リフォーム済●
エアコン３台　北バイパスより８００ｍ●

㈲エステートマツイシ熊本県知事（８）第３１０８号 緯０９６（３５６）３５２２渥
em.３５２２@spice.ocn.ne.jp

中央区練兵町売マンション
2,500　万円
辛島町電停歩２分　４ＬＤＫ●
挨８４.７８㎡（２５.６４坪）Ｈ１０年７月築●
哀愛１５,８００円　姶９,０００円（平置）●
１４階建６Ｆ　６０４号　東南角部屋●
ペット可　シティライフ練兵町●
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西区横手２丁目売地
2,466　　渥万

円
春日寺前バス停歩１０分●
地４５２㎡（１３７坪）●
唖宅地茜一住●
娃６０％阿２００％　高台●
アパート向き●

西区島崎３丁目売家
1,200　　握万

円
城西小バス停歩５分●
地３２５.０２㎡（９８.３２坪）●
建７９.４２㎡（２４坪）Ｓ５８年２月築●
２DK　２台駐車可●
Ｈ２８年１１月一部リフォーム済●

中央区下通１丁目売店舗
350　　渥万

円
下通筋バス停歩１分●
挨２２.７０㎡（６.８７坪）賃貸中●
S４２年４月築　８階建２F●
下通センタービル２０１号●
スナック盛業中　年利回り１２％可●

㈲ユーナン開発熊本県知事（１１）第１９６０号 緯０９６（３７２）６７７６
　０８０（１７３１）９０２８

植木町味取分譲宅地
609.5　～786.6　万

円
万
円

味取バス停歩３分●
地２０１.５２㎡（６０.９５坪）～２８８.９４㎡（８７.４０坪）●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
全９区画　山本小・五霊中校区●
集落内開発につき条件により建築可●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９渥熊本県知事（５）第３８７４号

金　額面　積号地
678.9万円224.46㎡（67.89坪）①
680.5万円224.99㎡（68.05坪）②
695.3万円229.87㎡（69.53坪）③
609.5万円201.52㎡（60.95坪）④
614.9万円203.30㎡（61.49坪）⑤
609.8万円201.60㎡（60.98坪）⑥
786.6万円288.94㎡（87.40坪）⑦
621.8万円205.58㎡（62.18坪）⑧
617.5万円204.14㎡（61.75坪）⑨

西原村布田売地
580　　渥万円
西原役場前バス停歩４分●
地３０９.１㎡（９３.５０坪）更地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
南側道路　建築条件無●
山西小・西原中校区●

宇土市新開町売地
590　　握万円
下新開バス停歩４分●
地３７３.８７㎡（１１３.１０坪）更地●
唖宅地茜無指定　建築条件無●
緑川小・住吉中校区●
ＪＲ緑川駅歩１０分●

西原村鳥子売地
980　　握万円
西原役場入口バス停歩８分●
地５０２㎡（１５１.８５坪）更地●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
水道引込有　要農地転用申請●
建築条件無　山西小・西原中校区●

緯０９６（２７９）３８８９㈲ライフプランニング熊本県知事（７）第３４１６号

松橋町両仲間売地
730　万円

熊本南病院入口バス停歩６分●
地２４１.０４㎡（７２.９坪）整形地●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
角地　日当良好　豊福小・松橋中●
MrMax５９０m　鮮ど市場６００m●

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

北区楠野町売家
1,498　万円
古閑小屋バス停歩７分　姶２台●
地２０３.１４㎡（６１.４５坪）木造２階建●
建９５.０２㎡（２８.７４坪）S５６年４月築●
R１年１２月リノベーション済　４LDK●
公園近隣で住環境良好●

松橋町萩尾売家
2,500　万円
熊の平バス停車４分（１.９㎞）　４LDK●
地２,１２１.９７㎡（６４１.８坪）庭園付●
建１６９.７５㎡（５１.３坪）H１２年９月築●
木造瓦葺平屋建　ガレージ付　姶５台可●
当尾小・松橋中　城南CC車４分（２.４㎞）●

中央区帯山４丁目売家
3,475　万円
帯山小学校入口バス停歩７分●
地１４８.６９㎡（４４.９８坪）木造２階建●
建８３.１４㎡（２５.１５坪）Ｈ３０年１１月築●
３ＬＤＫ　浴室暖房・浴室乾燥機　姶３台●
南向き　整形地　閑静な住宅街●

㈱コウナン・レクセル　水前寺LB（ラボ）熊本県知事（７）第３３６１号
［コウナンレクセル］で検索
緯０９６（２８４）１２２３渥

緯０９６（３２５）１５１１
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

中古住宅買取ります 。
お荷物そのまま

麻生田２丁目新築一戸建
2,798　　万円

（
税
込
）

麻生田バス停歩８分　４ＬＤＫ●
地１７７.５４㎡（５３.７０坪）木造２階建●
建８７.９８㎡（２６.６１坪）Ｒ１年１２月築●
姶３台　オール電化（エコキュート）●
外構・全室照明・ペアガラス・カーテン込●

シアーズホームグループ　㈱サンタ不動産 緯０９６（３３４）０００７握熊本県知事（２）第４７７４号

益城町惣領新築一戸建
2,598　　万円

（
税
込
）

惣領バス停歩９分　４LDK●
地１５０.６８㎡（４５.５８坪）木造２階建●
建９４.３９㎡（２８.５５坪）Ｒ１年６月築●
姶３台　オール電化（エコキュート）●
外構・全室照明・ペアガラス・カーテン込●

長嶺東９丁目新築一戸建
2,398　　万円

（
税
込
）

中山バス停歩７分　３ＬＤＫ●
地１０５.７２㎡（３１.９８坪）木造２階建●
建７９.４８㎡（２４.０４坪）Ｒ１年６月築●
姶２台　オール電化（エコキュート） ●
外構・全室照明・ペアガラス・カーテン込●

完全予約制見学会
２/２２㈯～２４㈪１０～１７時

※イメージパー※イメージパースス ※イメージパー※イメージパースス ※イメージパー※イメージパースス

完全予約制見学会
２/２２㈯～２４㈪１０～１７時

完全予約制見学会
２/２２㈯～２４㈪１０～１７時 菊池市野間口売事務所

2,268　万円
野間口バス停（電鉄）歩２分●
地１,８７５.２９㎡（５６７.２７坪）●
建４４４.１９㎡（１３４.３６坪）Ｈ７年４月築●
軽量鉄骨造２階建　北側８ｍ道路●
菊之池小・菊池南中校区●

ベスト・グリーン㈱熊本県知事（４）第４３８６号

菊池市野間口売地
750　万円

野間口バス停歩１分●
地５３４.６６㎡（１６１.７３坪）●
唖宅地茜準住・無指定●
娃６０％阿２００％　更地●
菊之池小・菊池南中校区●

http://www.best-green.jp
緯０９６（３６４）５０１０渥

萩原町売地
2,250　万円
ガス会社前バス停歩１分●
地３０２.５５㎡（９１.５２坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
現況月極駐車場　旧浜線沿●
春竹小・江原中校区●

不知火町亀松売地
1,290　万円
亀尾郵便局前バス停歩２分●
地３８８.６６㎡（１１７.５６坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
国道２６６号線沿●
不知火小・不知火中校区●

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●

松橋町中原分譲宅地
各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

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」●

龍田陳内３丁目売家
3,880　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」●

城南町東阿高売地
230　万円

公会堂前バス停歩６分●
地２５９.００㎡（７８.３５坪）更地●
唖山林茜無指定娃４０％阿８０％●
前面道路幅員５m　上水道有●
豊田小・下益城城南中校区●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

オープンハウス
２/２３㈰２４月１１：００～１６：００

オープンハウス
２/２３㈰２４月１１：００～１６：００ 北区龍田陳内４丁目売地

740　万円
北バイパス龍田陳内バス停歩４分●
地２１９.０３㎡（６６.２５坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南側４m公道　堀車庫（姶１台）●
龍田西小・龍田中校区●

中央区黒髪４丁目売家

1,080　万円
済々黌前バス停歩９分●
地２３２.５５㎡（７０.３４坪）木造２階建●
建１１６.４２㎡（３５.２１坪）Ｓ５５年１１月築●
西側４m公道●
黒髪小・桜山中校区●

北区龍田陳内３丁目売家

1,580　万円
北バイパス龍田陳内バス停歩７分●
地２８８.４２㎡（８７.２４坪）木造平家建●
建８０.３２㎡（２４.２９坪）Ｓ６２年４月築●
２LDK＋納戸　龍田西小・龍田中校区●
H２８年１０月屋根葺替工事済●

中央区子飼本町売家

3,500　万円
一夜塘バス停歩３分　黒髪小・桜山中●
地１０４.４３㎡（３１.５９坪）木造３階建●
建１５５.６７㎡（４７.０９坪）H２９年８月築●
ビルトインガレージ付４LDK＋サニタリー　●
電動シャッター付　築浅物件●

東区水源１丁目売家

4,200　万円
泉ヶ丘小学校バス停歩２分　純和風●
地３９６.７２㎡（１２０.００坪）木造２階建●
建２２２.８６㎡（６７.４１坪）Ｓ６３年６月築●
４LDK＋茶室・納戸・書斎・小屋裏収納×２●
リビング床暖房　コンビニ２８８m●

中央区保田窪１丁目売マンション

1,230　万円
保田窪入口バス停歩５分　３LDK●
挨６７.７６㎡（２０.４９坪）H６年２月築●
哀愛２０,９３６円　姶有　RC６階建２F●
帯山西小・帯山中校区　閑静な住宅街●
スーパー・コンビニ・郵便局近隣●

中央区壺川１丁目売地

1,500　万円
内坪井バス停歩３分●
地２１５.１１㎡（６５.０７坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
西側４m公道　現況更地●
壺川小１６０m　京陵中校区●

西区蓮台寺４丁目売地

1,550　万円
野中バス停歩３分●
地２１４.００㎡（６４.７４坪）建物有●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
白坪小４８０m　花陵中６４０m●
スーパー等商業施設近隣充実●

東区花立５丁目売地

2,200　万円
佐土原バス停歩１分●
地１６９.００㎡（５１.１２坪）●
唖畑茜近商娃８０％阿３００％●
第２空港線沿　東町小・東町中●
現況駐車場（賃貸中）●

益城町辻の城売家

1,680　万円
木山農協前バス停歩１０分　姶２台可●
地１８０.９４㎡（５４.７３坪）木造２階建●
建９９.４０㎡（３０.０６坪）H３年１２月築●
３LDK　益城中央小・木山中校区●
H２９年１月大規模リフォーム済●

南区野口１丁目売家

1,890　万円
野口郵便局前バス停歩２分●
地２６１.１５㎡（７８.９９坪）木造平家建●
建７７.１５㎡（２３.３３坪）H３年１月築●
３DK　力合西小・力合中校区●
スーパー・コンビニ近隣●

中央区国府４丁目売マンション

1,750　万円
出水中学前バス停歩２分　逢１８.２２㎡●
挨８８.４２㎡（２６.７４坪）H１０年１０月築●
哀愛２１,４７０円　姶有　RC１０階建５F●
３LDK　角部屋　水前寺公園電停歩８分●
出水小・白山小、出水中校区●

中央区水前寺公園売マンション

2,250　万円
市立体育館前電停歩３分　４LDK●
挨８４.００㎡（２５.４１坪）H１０年７月築●
哀愛１１,７６０円　姶有　RC１４階建２F●
南面逢１２.６０㎡　安心の免震構造　●
ペット可　砂取小・出水中校区●

緯０９６（３８３）８１１０渥熊本県知事（９）第２４６２号
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東区水源１丁目売地

2,030　万円
水源町バス停歩３分●
地２０７.６９㎡（６２.８２坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
東側３.３７m市道　建物有●
泉ヶ丘小･湖東中校区●

東区月出４丁目分譲宅地

820　～830　万
円

万
円

新外中通バス停歩６分　販売２区画●
地９９.６４㎡（３０.１４坪）●
 ～１３７.３６㎡（４１.５５坪）
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建築条件付　月出小･錦ヶ丘中●

益城町馬水分譲宅地

1,178　～1,260　万
円

万
円

広安小学校入口バス停歩７分　販売３区画●
地２０３.０５㎡（６１.４２坪）●
 ～２１２.５０㎡（６４.２８坪）
唖畑茜無指定娃４０％阿８０％●
建築条件付　広安小･益城中●
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◎もちろん秘密厳守◎

無料査定（簡易査定・訪問査定）

仲介手数料不要

瑕疵担保責任免責

現状でOK!!

お気軽にお電話を！『こちらから案内予約可能』

御船町高木売地

1,380　万円
下高野バス停歩６分●
地１,３０１㎡（３９３.５５坪）●
唖畑・宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
樹木・ブロック有　２方道路●
高木小・御船中校区●

大津町美咲野４丁目売家
3,480　万円
ＪＲ大津駅歩３５分●
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）●

緯０９６（２４８）６１８７渥
［西武ホーム］で検索
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㈲西武ホーム

オープンハウス
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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　周辺商業施設充実●
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）平屋建●
H３１年２月築　周辺商業施設充実●
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●

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。

中央区琴平本町新築セットプラン

5,865　万円
向山校前バス停歩４分　建築条件付●
地１４７.５１㎡（４４.６２坪）１,２００万円●
建２２１.４２㎡（６６.９７坪）４,６６５万円●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
表面利回り６.８８％予定●

中央区岡田町新築セットプラン

8,875　万円
岡田町バス停歩４分　建築条件付●
地１９８.４１㎡（６０.０１坪）２,３３３万円●
建２９９.７４㎡（９０.６７坪）６,５４２万円●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
表面利回り７.０６％予定●

緯０９６（３５５）６６５５握
国土交通大臣（２）第８１７７号

㈱アイケンジャパン

売買
大津町大津売地
800　万円

大津中央バス停歩２分●
地２０６.５７㎡（６２.４８坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
室小・大津北中校区　大津町役場２４０ｍ●
更地、整地測量済　イオン大津店８００ｍ●

緯０９６（３７１）３２２１握

熊本県知事（６）第３７７５号

松下管理有限会社

北区植木町亀甲売家
1,298　万円
中原バス停歩８分　南西角地●
地２７６.７８㎡（８３.７２坪）木造２階建●
建１１２.８６㎡（３４.１４坪）Ｓ５８年９月築●
４ＬＤＫ　太陽光発電　オール電化●
Ｒ１年１０月全面リフォーム済　姶３台●

緯０９６（３７１）４５４７握

熊本県知事（１）５１５８号

㈱エコプラスハウス

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！！

人吉市下薩摩瀬町貸マンション
月額6.4　万円
カルチャーパレス前バス停歩１１分●
挨４４.７９㎡（１３.５４坪）P有●
Ｈ２５年３月築　ＲＣ５階建４Ｆ●
オートロック　家財保険加入要●
１ＬＤＫ　保証金１９.２万円●

事業用


