
事業用
荒尾市一部売アパート

9,800　万円
桜山町１丁目バス停歩１０分　敷地内２棟有●
地１,３３４.０４㎡（４０３.５４坪）H２１年２月築●
建１４０７.５３㎡２３０５.６４㎡全１４戸●
年利回１０.３１％可、現在満室、太陽光収入有●
３面道、駐２１台、グリーンランド３.６㎞●

錆０１２０（８８）３０５１握

福岡県知事（２）第１７５１２号

ハウス・エージェント㈱

売買
東区戸島西７丁目売地

1,085　万円
竜穴バス停歩７分●
地２２８.３５㎡（６９坪）３.３㎡（坪）１５.８万円●
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　建築条件付●

錆０１２０（１６）１０４８握

熊本県知事（３）第４５９８号

KAZUホーム㈱

新大江２丁目売地
6,900　万円
ＪＲ水前寺駅歩９分●
地４５４.４２㎡（１３７.４６坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
建築条件無　南東側８ｍ公道●
託麻原小・帯山中校区●

緯０９６（２１３）２３２３渥

熊本県知事（３）第４４６０号

㈲ヒューマンプランニング

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！！

人吉市上青井町貸店舗
月額11　万円
中青井バス停歩３分●
挨４０.００㎡（１２.１０坪）●
Ｈ１７年３月築　ＲＣ１０階建２Ｆ●
保証金３０万円　姶２台付●
店舗総合保険加入要●

合志市御代志売家
3,500　万円
御代志駅歩２４分　姶４台●
地２５７.８７㎡（７８.０１坪）木造平家建●
建１１１.０４㎡（３３.５９坪）Ｈ２９年６月築●
４ＬＤＫ　ワークスペース付　ソーラーパネル●
西合志中央小・西合志中校区●

㈱コウナン・レクセル熊本県知事（７）第３３６１号
［コウナンレクセル］で検索
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ルームツアー動画公開中 !

中央区新町２丁目売マンション
1,370　万円
新町電停歩１分●
挨７０.４０㎡（２１.３０坪）２ＬＤＫ●
Ｈ３年１２月築　一新小・西山中校区●
哀愛２５,６５０円　ＳＲＣ１４階建１１Ｆ●
ライオンズＭ古城堀端公園第２●

水前寺LB（ラボ）緯０９６（２８４）１２２３　握上通り並木坂LB（ラボ）緯０９６（３５５）１３００
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１１

ルームツアー動画公開中 !

甲佐町横田売家
550　万円

甲佐高校前バス停歩７分●
地２３５.６９㎡（７１.２９坪）●
建５０.９２㎡（１５.４０坪）●
Ｓ５２年９月築　２ＬＤＫ　姶有●

緯０９６（２７９）２９５９渥
熊本県知事（５）第４１１０号

㈲エステート西原

ショッピングセンターサエラ８００m 宇土市走潟町売家
1,380　　万円

（
税
込
）

四丁バス停歩７分　オール電化●
地１６３.７１㎡（４９.５２坪）木造２階建●
建８８.６０㎡（２６.８０坪）H７年３月築●
R３年３月内装悪済　全室南向き　４ＬＤＫ●
姶２台カーポート付　走潟小・鶴城中●

緯０９６４（２７）９４０１渥
熊本県知事（１）第５４２４号

ライトワーク株

オープンハウス
５/１５土１６日１３時～１７時

宇土市走潟町４１５‐８カーナビ検索

上熊本２丁目売マンション
860　万円

京町口バス停歩４分　逢８.３１㎡●
挨５２.８２㎡（１５.９７坪）　Ｈ１年１０月築●
哀愛１７,０８３円　ＲＣ８階建８Ｆ●
２ＬＤＫ　最上階　コアＭ藤崎台●
池田小・城東小、京陵中・藤園中校区●

荒尾市野原売地
5,398　万円
上赤田バス停歩４分●
地３,５６８.７６㎡（１,０７９.５４坪）●
唖宅地・畑茜準工●
娃６０％阿２００％　●
国道２０８号線沿い●

緯０９６（３６４）５０１０渥
熊本県知事（４）第４３８６号

ベスト・グリーン㈱

美里町大窪売家
700　万円

大窪公民館バス停歩２分　日当良好●
地７０２.０２㎡（２１２.３４坪）家庭菜園可●
建１１２.８２㎡（３４.１２坪）Ｈ５年２月築●
軽量鉄骨造２階建　５ＤＫ＋ＷＩＣ・納戸●
大和ハウス工業施工　砥用小・砥用中●

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社

玉名市中売家
2,350　万円
玉名駅歩１０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
５/１６日１１：００～１６：００

玉名市中９２２ナビ検索

熊本県知事（２）第４９８２号

緯０９６（３２５）１５１１渥
熊本県知事（５）第３８９１号

株式会社　共生住建

売り物件募集!!
売地・建物・マンション
相談何でも承ります。
「買い取り」も致します。

泗水町吉富売地
750　　渥万

円
伝承館前バス停歩１０分●
地４９８.１７㎡（１５０.６坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
接道北西８.０ｍ　公道接面４２.０ｍ●
現状更地。平屋も建築可能。●

菊池市七城町砂田売地
550　　握万

円
出水バス停歩２分●
地３１８.５５㎡（９６.３６坪）●
唖宅地茜無指定　建築条件なし●
上水道はボーリング必要（買主負担）●
現況更地、七城郵便局まで約２５０ｍ●

北区植木町米塚売家
895　　渥万

円
平島バス停歩１分●
地６５５.８５㎡（１９８.３９坪）２ＤＫ●
建４９.６８㎡（１５.０２坪）Ｓ５９年１月築●
木造平屋建　Ｈ２８年１１月水回りリフォーム済●
田底小・植木北中校区　田底郵便局６５０ｍ●

泗水町豊水売地
932　　渥万

円
富バス停歩２５分●
地１,５４２.５４㎡（４６６.６１坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
接道　東５.０m　公道接面７０.０ｍ　建物有●
人気の泗水小校区内。分譲地としても。●

菊池市野間口売地
1,540　　渥万

円
北園団地（べんりカー）バス停歩４分●
地１,０１９.００㎡（３０８.２４坪）●
唖畑茜無指定娃７０％阿２００％●
接道　北４.２m　公道接面１３ｍ　上・下水道は●
前面道路まで。平屋の建築も可能です。

㈲ワールド不動産 緯０９６８（３６）９２０１熊本県知事（２）第５０６２号

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　姶有　テナント適　買物便利●

日当良好　玉名町小・玉名中校区

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

池田１丁目売地
980　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

大窪３丁目売地
780　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●
解体更地渡し　高平台小校区

龍田８丁目売地
2,050　万円
楠団地入口バス停歩４分●
地３７９㎡（１１４.６４坪）更地●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建築条件無　高台の為日当良好●
龍田小歩８分（６４０ｍ）・龍田中

植木町木留売地
320　万円

木留橋バス停歩２分●
地２４５㎡（７４.１１坪）●
唖雑種地茜調整娃４０％阿８０％●
日当良好　建築条件無●

菱形小歩９分（７２０ｍ）鹿南中校区

高平１丁目売地
1,080　万円
高平南公園バス停歩１分●
地１６１.９㎡（４８.９７坪）実測２０２㎡●
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）

鶴羽田４丁目売家
1,180　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

大窪４丁目売家
3,280　万円
熊本機能病院前バス停歩４分●
地１,１２９.５７㎡（３４１.６９坪）８ＤＫ●
建１９２.４４㎡（５８.２１坪）築年月不詳●
広々敷地　閑静住宅地　木造２階建　●

日当良好　高平台小・京陵中校区

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

相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

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。。

薬園町売地
1,600　万円
薬園町バス停歩１分●
地２０６.２７㎡（６２.３９坪）●
唖宅地茜近商娃８０％阿３００％●
現状更地　黒髪小・桜山中校区●
建築条件無　三軒町通り沿

池田３丁目売地
2,280　万円
徳王バス停歩３分●
地６９５.０７㎡（２１０.２５坪）更地●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
日当良好　高台　閑静な住宅街●

建築条件無　高平台小・京陵中校区

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

二本木３丁目売地
6,300　万円
二本木町バス停歩１分●
地３０９.１１㎡（９３.５坪）整形地●
唖宅地茜二住・商業娃６０％阿２００％●
現況月極駐車場として賃貸中●
熊本駅まで車で１分（６００ｍ）●

二本木３丁目売地
6,300　万円
二本木町バス停歩２分●
地２９６.５㎡（８９.６９坪）更地●
唖宅地茜商業娃８０％阿４００％●
本山通り沿い　事業用地適●
アミュプラザまで約５５０ｍ●

田迎２丁目売店舗付事務所

2,980　万円
田迎妙見バス停歩２分●
地１４６.００㎡（４４.１６坪）●
建８４.４７㎡（２５.５５坪）●
軽量鉄骨造平屋建　Ｈ１年４月築●
平成けやき通り沿い●

龍田陳内３丁目売マンション
980　万円

ＪＲ竜田口駅歩１４分●
挨５２.１５㎡（１５.７７坪）２ＬＤＫ●
Ｈ１５年８月築　西向き　前面棟無●
哀愛姶１４,２００円　ＳＲＣ７階建３Ｆ●
ニューフレックス緑ヶ丘●

神水本町売マンション
1,880　万円
商業高校前電停歩１分　逢１１.８２㎡●
挨７０.０６㎡（２１.１９坪）H１１年１１月築●
哀愛１７,９００円　SＲＣ１０階建２Ｆ●
R３年４月リフォーム済　３LDK●
サーパス神水本町第２　電車通り沿●

東部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

東区小峯３丁目売マンション
1,070　万円
小峯営業所バス停歩３分●
挨６０.４２㎡（１８.２７坪）●
Ｈ６年７月築　ペット可●
哀愛１４,５００円　８階建８Ｆ●
有明海に沈む夕日を御覧下さい●

緯０９６（３６７）０５７０渥

熊本県知事（１１）第１７６６号

愛幸不動産

御船町木倉売家
1,380　万円
落合バス停歩５分　姶２台●
地２９９.８㎡（９０.６８坪）木造平屋建●
建１２９.１８㎡（３９.０７坪）Ｈ１３年３月築●
５ＬＤＫ　納戸有　広々敷地　カーポート付●
木倉小・御船中校区●

緯０９６（２８２）３０５６渥
熊本県知事（５）第４１３０号

㈲ミフネホーム不動産

オープンハウス
５/１５土１６日１０：００～１６：００

御船町木倉７２４８‐７ナビ

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。


