
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

八代市植柳新町新築一戸建
2,280　万円
古城町バス停歩１５分●
地２９８.００㎡（９０.１４坪）３LDK●
建１０３.５０㎡（３１.３０坪）R２年３月築●
麦島小・第三中校区、木造２階建●
太陽光発電搭載●

御船町木倉分譲宅地
850　～980　万

円
万
円

御船スポーツセンター入口バス停歩３分●
地２００.６０㎡（６０.６８坪）～２４７.１４㎡（７４.７５坪）●
唖宅地茜一中/二住娃５０/６０％阿１００/２００％●
全７区画販売３区画、建築条件なし●
ローソン裏手側●

センチュリー２１　朝山不動産 緯０９６（２３４）８８３０渥熊本県知事（２）第４８５２号

八代市錦町売家
480　万円

旭中央第二バス停歩４分●
地２４５.９４㎡（７４.３９坪）木造平屋建●
建１０２.１９㎡（３０.９１坪）Ｓ３４年１月築●
６ＤＫ　倉庫付　太田郷小・第二中●
日当良好　八代駅約１㎞●

緯０９６５（３２）６００３渥にしざき不動産熊本県知事（３）第４４６２号

住まい探しの
お手伝い
お部屋探しは
当社におまかせ！！《 》

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
３/２１㈯２２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●
３ＬＤＫ＋WIC　託麻原小・帯山中校区●

合志市豊岡売家
3,090　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●

オープンルーム
３/２２日１１：００～１６：００

㈱共生住建 緯０９６（３２５）１５１１渥熊本県知事（５）第３８９１号

買いたい！　売りたい！
なんとかしたい！

土地（農地も歓迎）・建物・マンション
不動産のことならお任せ下さい。

宇城市不知火町御領売家
1,180　万円
産交バス「嫁坂」バス停歩２分●
地２０１.８０㎡（６１.０４坪）４DK●
建８５.００㎡（２５.７１坪）H２年１１月築●
宇土シティモールまで車で５分（約３km）●
不知火小・不知火中校区、即入居可！●

南区砂原町売地
2,232.45　万円
産交バス「十三」バス停歩３分●
地４９２㎡（１４８.８３坪）●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校まで２６ｍ●
飽田中学校まで８６８ｍ●

㈲ケイワイ企画 緯０９６（３６７）５０１９渥

植木町味取分譲宅地
607.2　～786.42　万

円
万
円

味取バス停歩３分●
地２００.７４㎡（６０.７２坪）～２８８.８５㎡（８７.３８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●

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
609.1万円201.37㎡（60.91坪）④
612.9万円202.61㎡（61.29坪）⑤
607.2万円200.74㎡（60.72坪）⑥
786.42万円 　288.85㎡（87.38坪）⑦
622.1万円205.66㎡（62.21坪）予約
617.4万円204.11㎡（61.74坪）⑨

熊本県知事（５）第３８７４号

南区八分字町池ノ端売地
2,095　万円
八分字バス停歩９分●
地４０４.３４㎡（１２２.３１坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
飽田東小学校徒歩１０分（８００ｍ）●
飽田中学校徒歩８分（６４０ｍ）●

美里町馬場売地
100　万円

馬場橋バス停歩１分●
地１２１.０７㎡（３６.６２坪）●
唖宅地茜無指定●
国道２１８号線沿●
中央小・中央中校区●

南区八分字町須崎売地
1,280　万円
十三バス停歩１分●
地２３６.５２㎡（７１.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小学校徒歩１分（８０ｍ）●
飽田中学校徒歩１０分（８００ｍ）●

八分字町中道売地
1,120　万円
土河原バス停歩２分●
地２１８㎡（６５.９４坪）●
唖畑茜二中娃６０％阿２００％●
飽田東小・飽田中校区●
アクアドーム８００ｍ●

春日４丁目売家
1,100　万円
熊本駅歩１５分●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）●
建３４６.３５㎡（１０４.７７坪）●
茜一住（風致地区の為）●
Ｓ４１年１２月築　旅館に適●

八代市植柳新町２丁目売家
1,850　万円
古城公民館前バス停歩１２分●
地３６８.００㎡（１１１.３２坪）木造２階建●
建１９０.６３㎡（５７.６６坪）Ｈ６年１月築●
７ＤＫ＋納戸　縁側・バルコニー有●
太陽光ソーラー有　敷地広々●

緯０９６５（４５）５１６１渥
熊本県知事（１）第５０７５号

㈱h＆t不動産コンサルタント

オープンハウス
３/２０㈮２１㈯１０：００～１５：００ 不知火町亀松売家

700　万円
亀尾郵便局前バス停歩１２分●
地１９０.０９㎡（５７.５０坪）姶２台●
建１０１.８４㎡（３０.８０坪）２ＬＤＫ●
木造２階建　Ｈ７年５月築●
不知火小・不知火中校区●

戸島西１丁目売家
1,800　万円
西戸島団地バス停歩８分●
地２９７.０８㎡（８９.８６坪）●
建１３６.４６㎡（４１.２７坪）●
木造２階建　Ｓ５５年２月築●
長嶺小・長嶺中校区●

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●

横手４丁目売１棟マンション

2億6,000　万円
横手郵便局前バス停歩３分●
地７０８.３０㎡（２１４.２６坪）●
建８８６.５０㎡（２６８.１６坪）Ｈ２７年８月築●
ＲＣ４階建　２ＬＤＫ×１７●
満室時表面利回り６.５７％可●

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

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

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

清水万石２丁目売地
1,080　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　解体相談●

建築条件無　清水小・竜南中校区

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

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

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

高平１丁目売地
1,080　万円
高平南公園バス停歩１分●
地２０２㎡（６１坪）実測面積●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
北西角地　日当良好　実測売買●

建築条件無　高平台小徒歩１分（８０ｍ）

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

鹿子木町売地
880　万円

鹿子木バス停歩２分●
地１４１.１９㎡（４２.７０坪）建物有●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
建築条件無　角地　日当良好●

川上小歩２分（１６０ｍ）北部中校区

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

八景水谷３丁目売マンション
1,298　万円
堀川駅・バス停歩３分　３LDK●
挨７１.２０㎡（２１.５４坪）S６３年９月築●
哀愛１１,５８０円　RC５階建１F　姶有●
角部屋　２面逢　家具・照明・エアコン付●
R１年８月内装悪済　城北小・清水中●

新町４丁目売マンション
1,450　万円
新町電停・バス停歩３分　逢１１.３５㎡●
挨７４.０６㎡（２２.４坪）Ｈ４年２月築●
哀愛１６,０６０円　RC９階建２F　３LDK●
南向き　日当良好　システムキッチン●
ペット（猫のみ）可　一新小・西山中校区●

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％　分譲地内●
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●

城南町宮地売地
900　万円

宮ノ下バス停歩２分●
地１６５.２９㎡（５０.００坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
南東９ｍ公道　整形地　更地●
城南支所・城南中学通り沿い●

中央支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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

北区龍田弓削１丁目売地
900　　渥万

円
武蔵塚駅歩１５分●
地２３１㎡（６９.８８坪）●
唖山林（現況宅地）茜一住●
娃６０％阿２００％●
白川沿　眺望良し●

北区津浦町売地
1,100　　握万

円
津の浦公民館前バス停歩１０分●
地２８８.１２㎡（８７.３坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％●
駐車場２台　高台　眺望良し●

西区横手３丁目売地
960　　握万

円
戸坂入口バス停歩４分●
地１９４.５４㎡（５８.８坪）●
唖宅地茜二中●
娃６０％阿２００％●
高台　眺望良し●

保田窪４丁目売家
3,180　万円
新南部入口バス停歩７分　４LDK●
地１９５.７７㎡（５９.２２坪）軽量鉄骨造●
建１３０.８３㎡（３９.５８坪）H９年６月築●
西原小・中校区　閑静な住宅街●
サンヨーホームズ（旧クボタハウス）施工●

緯０９６（２７６）０３０８渥

熊本県知事（７）第３５７９号

㈲光和不動産開発 緯０９６（２７３）７７７６
熊本県知事（２）第４９９９号

㈱アイアース不動産

東区東本町売地
5,200　　握万円
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●

中央区水前寺３丁目売マンション
650　　渥万円
北水前寺バス停歩１分●
挨５９.８９㎡（１８.１１坪）３ＬＤＫ●
Ｓ４９年３月築　室内洗濯機置場●
哀愛１５,０００円　ＳＲＣ１３階建５Ｆ●
託麻原小・帯山中　水前寺駅歩８分●

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歩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 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
3,380　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●
毎日住むことのできる別荘●

北区清水岩倉１丁目売家
2,480　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●
見るだけの価値あり●
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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

上熊本２丁目売マンション
2,080　万円
本妙寺電停前バス停歩１分●
挨７５.０４㎡　H１０年３月築●
哀愛１４,９００円　１４階建３F●
R２年２月末室内リフォーム済！●
交通･買物等歩２分（１６０m）以内！●

本荘町売家
2,498　万円
団地入口バス停歩５分●
地２２１.２０㎡（６６.９１坪）木造２階建●
建１２１.３１㎡（３６.６９坪）Ｓ６３年１２月築●
平成駅歩４分！　姶４台可の４ＬＤＫ！●
周辺環境充実！　全部屋南向きで日当良好！●

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

オープンハウス
３/２０㈮午後１時～午後５時

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！！

人吉市北泉田町貸マンション
月額6.9　万円
鶴田バス停歩５分●
挨６０.３７㎡（１８.２６坪）２LDK●
H２２年３月築　RC３階建１F●
保証金２０.７万円　家財保険加入要●
オートロック　エレベーター　姶有●


