
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。

売買
東区戸島西７丁目売地

1,048　万円
竜穴バス停歩７分　建築条件付●
地２２７.５１㎡（６８.８２坪）●
唖宅地茜無指定娃４０％阿８０％●
長嶺小･長嶺中校区　全２区画分譲地内●
３.３㎡（坪）１５.２万円●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（３）第４５９８号

KAZUホーム㈱

植木町正清売地
5,000　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

熊本県知事（７）第３３６１号
熊本市中央区京町２‐１４‐１６
中央区水前寺公園２５‐２　中央区上林町３‐３４

※ホームページにて空撮動画、室内動画、
建築パース等ご覧頂けます

京町LB（ラボ）緯096（359）2426　
水前寺LB（ラボ）緯096（284）1223握

上通り並木坂LB（ラボ）緯096（355）1300　

コウナンレクセル 検索

東区尾ノ上１丁目売地
4,250　万円
尾ノ上小学校前バス停歩２分●
地４０１.６２㎡（１２１.４９坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建物有　１４９.９４㎡・売主●
尾ノ上小・錦ケ丘中校区●

解体予定ではありますが
「この家をリノベーションして住みたい」
という方にはこのままお譲りいたします。

解体前の建物見学会
１０/２３㈮～２５日随時
◎東側６ｍ市道に２１.７４ｍ接道◎

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

東区下江津売地
2,367.4　万円
熊本バス「江津３丁目」バス停歩２分●
地２７９.５２㎡（８４.５５坪）現況居住中●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
解体更地引渡、上下水道有、井戸有●
画図小・湖東中校区、マルショク江津３１５ｍ●

緯０９６（３２５）１５１１渥
熊本県知事（５）第３８９１号

㈱共生住建

宇土市走潟町売地
895.97　万円
産交バス「南走潟」バス停歩４分●
地８９５.９７㎡（２７１.０３坪）現況引渡し（雑種地）●
唖田茜指定無　農地法５条許可必要●
走潟保育園３２５ｍ　走潟小学校３３３ｍ●
セブンイレブン宇土走潟町店１８２ｍ●

北区植木町大和売家
1,398　　万円

（
税
込
）

田原坂ニュータウン入口バス停歩２分●
地１８６.４１㎡（５６.３８坪）姶３台可●
建８３.５６㎡（２５.２７坪）Ｓ４９年４月築●
軽量鉄骨造２階建　菱形小・鹿南中●
Ｒ２年５月全面リフォーム済　３ＬＤＫ●

㈱リアルト・ハーツ熊本支店国土交通大臣（３）第７２３１号
熊本市東区秋津新町２番２２号 [リセットハウス]で検索

緯０９６（２８５）８４２１握

オープンハウス１０/２４土２５日１２：００～１７：００

共同広告
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

大津町森売家
2,230　万円
熊本文化の森バス停歩８分●
地２０２.４５㎡（６１.２４坪）●
建１２０.００㎡（３６.３坪）●
木造３ＬＤＫ　Ｈ２８年９月築●
姶３台可●

御領２丁目売家
2,580　万円
八反田バス停歩８分●
地１４５㎡（４３.８６坪）●
建１０４㎡（３１.４６坪）●
木造３ＬＤＫ　Ｈ３０年５月●
姶２台可　オール電化●

緯０９６（２８４）１４８４渥
熊本県知事（２）第４８７４号

㈱あおぞらホーム

玉名市天水町小天売地
500　万円

石橋バス停歩４分●
地４３０㎡（１３０坪）●
唖畑茜無指定●
小天小・玉名市役所天水支所近隣●
農地転用必要です。●

緯０９６８（８２）２９５０渥

熊本県知事（４）第４２３５号

㈲中村商会

武蔵ヶ丘１丁目売地
6,400　万円
ＪＲ武蔵塚駅歩４分●
地６０４.８１㎡（１８２.９５坪）●
唖宅地・公衆用道路茜一住・二中●
娃６０％阿１５０％・２００％　建物有●
西側４ｍ公道　武蔵小・武蔵中●

緯０９６（３３９）１４８３渥

熊本県知事（３）第４５５７号

石原不動産㈱

植木町鐙田売家
1,753　万円
ＪＲ植木駅歩８分●
地２９４.３９㎡（８９.０５坪）３ＬＤＫ●
建７７.０６㎡（２３.３１坪）Ｈ２９年３月築●
人気の平屋建　未使用建物●
南側広い庭　閑静な住環境●

緯０９６（２７２）４５５２握

熊本県知事（８）第２９６９号

㈲男澤建設

中央区九品寺１丁目売事務所
365　万円

九品寺１丁目バス停歩１分●
挨４０.１６㎡（１２.１４坪）●
Ｓ５９年１２月築　住居に改造可●
哀愛１７,２００円　７階建３Ｆ●
シティライフ九品寺●

緯０９６（３６３）３２８１渥

熊本県知事（１３）第８７９号

㈲北川不動産

花園７丁目売家
680　万円

花園バス停歩３分●
地１４５.００㎡（４３.８６坪）●
建９８.８９㎡（２９.９１坪）●
木造２階建　Ｓ６２年９月築●
３ＬＤＫ＋納戸●

西原村小森新所売家
760　万円

西原台バス停歩１９分●
地２０７.５３㎡（６２.７７坪）１Ｒ●
建３５.９７㎡（１０.８８坪）Ｈ２８年９月築●
鉄骨造平屋建　ウッドデッキあり●
南面道路で日当良好　姶２台●

緯０９６（２７９）３８８９渥
熊本県知事（７）第３４１６号

㈲ライフプランニング 緯０９６（３４４）６１１０渥
熊本県知事（７）第３１８０号

㈲サンアイ不動産

清水亀井町売家
3,780　万円
電鉄亀井駅歩4分●
地７９３.３８㎡（２３９.９９坪）●
建１６４.０３㎡（４９.６１坪）別棟有●
Ｈ９年１月築　ＬＤＫ２２帖●
４ＬＤＫ+書斎･納戸･ＷＩＣ●

土地２３９坪　建坪４９坪のオール電化住宅

東南角地　全室南向き　姶４～６台可

嘉島町鯰売地
430　万円

鯰バス停歩３分　肥後銀行１００ｍ●
地７１.２５㎡（２１.５０坪）●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
国道２６６号線沿　間口約５.３３ｍ●
店舗・事務所用地等に適●

御船町小坂売地
940　万円

六嘉バス停歩９分●
地３０９.３７㎡（９３.５８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●

益城町安永売家
2,085　万円
安永バス停歩５分　P２台可●
地２１８.１７㎡（６５.９９坪）未入居●
建７４.０９㎡（２２.４５坪）Ｈ３０年６月築●
無垢のひの木材を軸に三州瓦使用●
エアコン１台・照明付、乾燥機付システムバス●

緯０９６（３７８）３６６３渥出光ホーム熊本県知事（１３）第１０５２号

中央区新大江２丁目売マンション
950　万円

新大江二丁目バス停歩１分　３ＬＤＫ＋広縁●
挨７１.３１㎡（２１.５７坪）Ｓ６０年９月築●
哀愛１３,１３０円　姶無料　ＲＣ４階建２Ｆ●
３面逢１９.８８㎡　託麻原小、帯山中・白川中●
ペット相談　シティライフ新大江●

㈱たたら不動産 緯０９６（３７５）７１３１渥国土交通大臣（１）第９５９４号

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●

御船町高木売事務所兼住居

3,500　万円
御船インターバス停歩５分●
地５８３.３４㎡（１７６.４６坪）木造２階建●
建１０３.９２㎡（３１.４３坪）Ｈ２９年４月築●
５ＤＫ＋事務所　姶１０台以上可●
４ｔ・７ｔ車可能の強固な駐車場●

益城町寺迫売地
2,500　万円
寺迫バス停歩２分●
地７９０.４８㎡（２３９.１２坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
計画道路により整備予定　建物有●
更地渡し　県道２８号線沿●

㈲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●

大津町杉水売地
516　　渥万

円
大津つつじ台バス停歩１５分●
地５６９㎡（１７２.１２坪）●
唖山林茜無指定●
娃７０％阿２００％●
倉庫・資材置場・別荘等適●

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●

中央区大江１丁目売マンション
1,780　　渥万

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●

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●

宇土市古保里町売アパート
4,000　　渥万

円
善道寺バス停歩２分　姶７台●
地５４２.００㎡（１６３.９６坪）鉄骨造２階建●
建３３３.２６㎡（１００.８１坪）Ｈ１０年３月築●
大東建託施工　３ＤＫ・２ＬＤＫ　計６戸●
満室時年収４,１４９,３３６円可●

㈱アイアース不動産熊本県知事（２）第４９９９号 緯０９６（２７３）７７７６
［アイアース不動産］で検索

中央区水前寺３丁目売マンション
500　　渥万円
北水前寺バス停歩１分●
挨５９.８９㎡（１８.１１坪）Ｓ４９年３月築●
哀愛１５,０００円　ＳＲＣ１３階建５Ｆ●
３ＬＤＫ　託麻原小・帯山中校区●
ＪＲ水前寺駅歩８分　生活・買物便利●

大和地所株式会社 緯０９６（２８５）６９４２渥熊本県知事（２）第４９８２号

玉名市中売家
2,480　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
１０/２５日１１：００～１６：００ 月出１丁目売マンション

2,000　万円
油称バス停歩１分　３ＬＤＫ●
挨７１.６３㎡（２１.６７坪）Ｈ１８年１１月築●
哀愛１９,５３０円　姶有　ＲＣ１４階建９Ｆ●
日当・眺望良好　南面３室ワイドバルコニー●
ペット可　Ｈ３０年８月大規模改修工事済●

オープンルーム
１０/２５日１１：００～１６：００


