
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

八代市横手新町売家
3,500　万円
産交バス「田中西町」バス停歩３分●
地４１９.８０㎡（１２６.９８坪）５ＬＤＫ●
建２４６.５２㎡（７４.５７坪）Ｓ５５年５月築●
八千把小・第四中校区　１Ｆ倉庫利用可●
セブンイレブン八代横手新町店２４０ｍ●

緯０９６（３２５）１５１１渥
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

オープンハウス
９/２６土２７日１０：００～１８：００

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１丁目売地
1,480　万円
五戸窪バス停歩６分●
地４４０㎡（１３３.１坪）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
北西４ｍ道路　更地●

建築条件無　西里小・北部中校区

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

玉名市立願寺売家
1,480　万円
上立願寺バス停歩１分　７ＤＫ＋納戸●
地３３８.６３㎡（１０２.４３坪）木造２階建●
建１１７.０４㎡（３５.４０坪）Ｓ４８年１１月築●
南西角地　日当良好　閑静な住宅街●
玉名町小・玉名中校区　高台

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●
唖宅地茜一中娃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）

貢町売地
980　万円

秋鯰バス停歩１分●
地２３９㎡（７２.２９坪）更地●
唖宅地茜調整娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　西里小・北部中●

南西角地　建築条件無　鈴麦線沿

大窪３丁目売地
880　万円

五戸窪バス停歩６分●
地２０４.３９㎡（６１.８２坪）建物有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
南面道路　日当良好　建築条件無●
高平台小・京陵中校区

鶴羽田４丁目売家
1,280　万円
上須屋バス停歩８分●
地２３１.４７㎡（７０.０１坪）木造２階建●
建１５２.３９㎡（４６.０９坪）Ｈ１年７月築●
５ＬＤＫ　閑静な住宅街●
北部東小・北部中校区

西梶尾町売地
1,760　万円
北部総合支所前バス停歩５分●
地３８８㎡（１１７.３７坪）建築条件無●
唖畑茜一低娃４０％阿８０％●
広々敷地　日当良好　詳細応談●

川上小歩３分（２４０ｍ）・北部中校区

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

清水万石２丁目売地
1,100　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

下硯川町売地
3,580　万円
下硯川バス停歩３分・ＪＲ西里駅歩８分●
地５,１０８㎡（１,５４５.１７坪）更地●
唖山林・原野茜調整娃４０％阿８０％●
施設用地　集落内開発区域内・建築可●

日当良好　建築条件無　西里小・北部中
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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

中古住宅・分譲用地中古住宅・分譲用地・・
アパート用地・テナント用アパート用地・テナント用地地等等をを

探しています探しています。。

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

宇土市南段原町売地
5,800　万円
入地バス停歩３分●
地１,２２７.８９㎡（３７１.４４坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
現況更地　二方道路　現状渡し●
マンション・アパート事業用地適●

京町１丁目売マンション
1,190　万円
新堀橋バス停歩２分　２ＬＤＫ●
挨５６.７０㎡（１７.１５坪）Ｈ１年８月築●
哀愛２１,０６９円　ＳＲＣ９階建３Ｆ●
ダイアパレス京町　壺川小･京陵中●
Ｒ２年４月内装リフォーム済●

神水本町売マンション
1,650　万円
商業高校前電停歩１分　逢１１.８２㎡●
挨６７.１５㎡（２０.３１坪）H１１年１１月築●
哀愛１７,９００円　SRC１０階建２F●
南向き　３LDK　サーパス神水本町第２●
３口以上コンロ　IHクッキングヒーター●

神水本町売マンション
3,150　万円
商業高校前電停歩３分　３面逢３３.７７㎡●
挨９６.１２㎡（２９.０７坪）H１７年２月築●
哀愛２２,７００円　姶有　SRC１３階建１３F●
最上階　東南角部屋　４LDK＋WIC●
ペット可　フェスティオ神水苑●

新町１丁目売マンション
1,280　万円
蔚山町バス停・電停歩１分●
挨７２.００㎡（２１.７８坪）Ｈ３年６月築●
哀愛２３,６００円　ＳＲＣ１１階建９Ｆ●
ロマネスク新町第２　３ＬＤＫ　逢１４.５３㎡●
平置姶１３,０００円　一新小・西山中校区●

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

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

西区横手３丁目売地
890　　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●

南区城南町阿高売地
300　　渥万

円
黒橋バス停歩３分●
地２４７.４７㎡（７４.８５坪）●
唖宅地茜調整●
娃４０％阿８０％●
集落内開発地域　建築可●

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）●
唖山林茜一住●
娃６０％阿２００％●
白川沿　眺望良し●

御船町小坂売地
940　万円

六嘉バス停歩９分●
地３０９.３７㎡（９３.６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
上下水道完備●
小坂小迄５００ｍ　御船ＩＣ８００ｍ●

緯０９６（３７８）３６６３渥

熊本県知事（１３）第１０５２号

出光ホーム

松橋町松橋売地
2,080　万円
松橋産交バス停歩６分●
地４６６.０６㎡（１４０.９８坪）更地●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
ＪＲ松橋駅歩１３分　松橋小・中●
ゆめマート歩３分（１８５ｍ）●

緯０９６４（２７）９４０１渥

熊本県知事（２）第５４２４号

ライトワーク㈱

泗水町吉富売家
1,380　万円
富の原バス停歩１１分　区画整理地内●
地１６６.５６㎡（５０.３８坪）角地●
建７４.１２㎡　Ｓ６３年１２月築　姶４台●
Ｒ２年５月内外装リフォーム済　３ＬＤＫ●
ナビ：泗水町吉富２０５‐１８８●

緯０９６（３６７）５００５握

熊本県知事（５）第３９２２号

㈱熊本東タカミホーム 緯０９６（２７３）７７７６渥
［アイアース不動産］で検索

熊本県知事（２）第４９９９号

㈱アイアース不動産

中央区大江１丁目売マンション
1,780　万円
大江川鶴バス停歩４分●
挨８３.７６㎡（２５.３３坪）Ｈ８年２月築●
哀愛３６,７２０円　ＲＣ６階建４Ｆ●
３ＬＤＫ　逢１７.５８㎡　ヴェルビュ新屋敷東●
オートロック　姶有　大江小・白川中校区●

中央区水前寺１丁目売マンション
2,590　万円
国府バス停・電停歩２分●
挨７７.４９㎡（２３.４４坪）Ｈ２７年４月築●
哀愛１０,９００円　ＲＣ１０階建２Ｆ●
３ＬＤＫ　シティライフ水前寺公園通り●
角部屋　２面バルコニー　利便性・程度良●

緯０９６（２８５）６９４２渥
熊本県知事（２）第４９８２号

大和地所株式会社

富合町廻江売家
3,080　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」●

オープンハウス
９/２７日１１：００～１６：００

東区若葉３丁目新築一戸建
2,998　～3,398　万

円
万
円

ＪＲアパート前バス停歩２分●
地１５３.７２㎡～１８１.０１㎡●
建１０５.５８㎡～１０６.８２㎡●
Ｒ２年９月完予　オール電化●
全４棟（今回販売３棟）　茜一中●

中央区大江６丁目売マンション
3,080　万円
変電所前バス停歩２分　３ＬＤＫ●
挨７６.３３㎡（２３.０９坪）Ｈ２年９月築●
哀愛姶１８,８００円　ＲＣ１１階建６Ｆ●
南向き逢１２.４２㎡　大江小・白川中●
サーパスシティ大江イーストスクエア●

緯０９６（３７５）７１３１渥㈱たたら不動産国土交通大臣（１）第９５９４号

オープンハウス
９/２６土２７日１０：００～１６：００ 合志市須屋売家

1,880　　　握万
円
（
税
込
）

団地東バス停歩５分・電鉄黒石駅歩１２分●
地２６７.５０㎡（８０.９１坪）即入居可●
建１１６.８７㎡（３５.３５坪）Ｓ５８年１２月築●
R１年６月内・外装全面リフォーム済●
西合志東小約１,２２０ｍ　西合志南中校区●

菊陽町新山３丁目売地
2,680　　渥万

円
杉並台東バス停歩３分●
地４１４.３３㎡（１２５.３３坪）更地●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
菊陽西小約７００ｍ　武蔵ヶ丘中校区●
ゆめタウン光の森約１,２５０ｍ●

合志市須屋売地
3,760　　渥万

円
松の本バス停歩２分●
地７０２㎡（２１２.３５坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％娃１５０％●
県道３７号線沿い　アパート・店舗適●
ハローデイ・ナフコ約３２０ｍ●

㈱スローリー不動産 緯０９６（２００）８２１５熊本県知事（１）第５２７０号

４LDK　平家建
Ⓟ３～５台可

売買
南区良町５丁目売地

1,600　万円
良町バス停歩３分●
地５３７.３８㎡（１６２.５５坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
現状引渡、古家有●
担当携帯０９０‐９７９０‐９３９２●

緯０９６（３６８）７５５７渥

熊本県知事（８）第２９６７号

㈲サンシティーハウス

植木町正清売地
6,000　万円
正清橋バス停歩６分●
地８,０９９.００㎡（２,４４９.９４坪）●
唖雑種地・山林茜無指定娃４０％阿８０％●
集落内開発区域内　要開発許可●
植木インターより３.７㎞　国道３号線沿●

緯０９６（２３７）７４１４握

熊本県知事（３）第４７６３号

㈲グローバルコーポレーション
緯０９６（３８８）０６１９握

熊本県知事(１)第５２１０号

ユークラスホーム

松橋町松橋新築一戸建
2,670　万円
産交バス「松橋バスターミナル」歩５分●
地１７３.４０㎡（５２.４５坪）４ＬＤＫ●
建１０４.３２㎡（３１.５６坪）Ｒ２年４月築●
ＪＲ鹿児島本線松橋駅まで約６４０ｍ●
「ウイルス対策」オゾン機器設置の住宅。●

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。


