
売買
東区健軍１丁目売地

2,707　万円
熊本市電健軍校前電停歩７分●
地２０８.１５㎡（６２.９６坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿１５０％●
建条付　健軍小１１０m　湖東中校区●
コンビニ３２０m　壱町畑公園４０m●

錆０１２０（９５１）３４１握

国土交通大臣（５）第６１０５号

サンヨーホームズ株式会社　九州支店

合志市須屋売家
1,980　万円
南陽バス停歩７分●
地１９８㎡（５９.８９坪）●
建１００.６８㎡（３０.４５坪）Ｓ４７年１１月築●
Ｈ３０年３月全面リフォーム●
南面道路・日当り良好●

緯０９６（３６９）１１１６渥
熊本県知事（９）第２４３９号

㈲吉川ホーム

南面道路駐車場4台 南阿蘇村立野売家
1,180　万円
赤水登山道路口バス停歩２０分●
地３５４.１３㎡（１０７.１２坪）●
建７３.１３㎡（２２.１２坪）●
木造２階建　H１９年８月築●
一条工務店施工　オール電化●

緯０９６（２７９）２９５９握
熊本県知事（５）第４１１０号

㈲エステート西原 鹿子木町売地
1,280　万円
北部総合支所前バス停歩２分●
地４８０.６７㎡（１４５.４坪）●
唖畑茜一中娃６０％阿１５０％●
４３条但し書き条件要　日当良好●
建築条件無　川上小・北部中校区

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

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）●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
建物有　解体相談●

建築条件無　清水小・竜南中校区

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

硯川町売地
850　万円

硯川バス停歩３分●
地３４３.３０㎡（１０３.８４坪）高台●
唖宅地・畑茜調整・区域外娃４０％●
阿８０％　集落内開発区域内　南西角地●

日当良好　建築条件無　西里小・北部中

鶴羽田４丁目売地
1,180　万円
上須屋バス停歩８分●
地２３１.４７㎡（７０.０１坪）建物有●
唖宅地茜一低娃４０％阿８０％●
整形地　日当良好　建築条件無●
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
880　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

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 相続・資産売却等でお考えの方、是非ご相談下さい

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟棟ママママママママママママママママママママンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンシシシシシシシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（収収収収収収収収収収収収収収収収収収収収益益益益益益益益益益益益益益益益益益益益物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等））））））））））））））））））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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１棟マンション（収益物件等）・分譲用地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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テナント用地等を探しています。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取もももももももももももももももももももも相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談でででででででででででででででででででできききききききききききききききききききき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買取も相談できます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

１棟マンション（収益物件等）・分譲用地１棟マンション（収益物件等）・分譲用地・・
テナント用地等を探していますテナント用地等を探しています。。

買取も相談できます買取も相談できます。。

玉名市立願寺売家
1,380　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　九州看護福祉大歩１５分（１.２㎞）●

日当良好　玉名町小・玉名中校区

和泉町売地
680　万円

和泉バス停歩５分　建築条件無●
地４８５㎡（１４６.７１坪）高台●
唖畑茜調整娃４０％阿８０％●
日当良好　更地　西里小・北部中校区●
南西角地　西回りバイパス近隣

東区保田窪３丁目売マンション
2,100　万円
南郷団地バス停歩３分●
挨８１.１５㎡（２４.５４坪）●
H１９年８月築●
哀愛１２,６００円　姶４,０００円　１４階建１２Ｆ●
ペット相談可・眺望良し・３面採光●

緯０９６（３２５）１５１１渥
熊本県知事（５）第３８９１号

株式会社共生住建

オープンルーム
８/７土８日１０：００～１８：００ 氷川町野津売地

500　　握万
円

ＪＲ鹿児島本線　有佐駅歩１５分●
地７８５.７８㎡（２３７.７０坪）●
唖宅地茜無指定娃６０％阿２００％●
都市計画区域外　建物有　現況渡し●
汲取、プロパンガス●

八代市平山新町売地
1,800　　渥万

円
肥薩おれんじ鉄道　肥後髙田駅歩１０分●
地８１５.７９㎡（２４６.７８坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
更地　即時引渡し　現況渡し●
商業、工業施設用地●

九品寺２丁目売マンション
4,200　　渥万

円
熊本市電　九品寺交差点電停歩６分●
挨７５.２１㎡（２２.７５坪）●
Ｒ２年２月築　オーヴィジョン九品寺１１０１●
哀愛１８,５００円　姶３,０００円　ＲＣ１４階建１１Ｆ●
白川小・中校区　今年９月内覧可●

中央区渡鹿７丁目売１棟マンション

5億8,000　　握万
円

ＪＲ東海学園前駅歩６分　産業道路沿●
挨１,８８８.３３㎡（５７１.２坪）　地９２５.９６㎡●
Ｒ２年４月築　ＲＣ１０階建　グランパーク渡鹿●
新築南向き　託麻原小・帯山中校区　近商●
年間予定賃料収入３,３１４.４万円可●

誠伸住宅株式会社 緯０９６（３８４）２３００熊本県知事（３）第４５９６号

中央区渡鹿１丁目売マンション
2,980　　握万

円
ＪＲ東海学園前駅歩１３分　産業道路沿●
挨７０.２１㎡（２１.２４坪）３ＬＤＫ　小型犬・猫可●
Ｈ３０年４月築（未入居）　シティライフ大江東１００２●
哀愛９,９００円　姶３,５００円～　ＲＣ１２階建１０Ｆ●
エアコン・照明付　託麻原小・帯山中校区●

北部支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

泗水町豊水売地
480　万円

電鉄泗水孔子公園前バス停歩１５分●
地３６２.１４㎡（１０９.５５坪）●
唖宅地茜無指定●
娃７０％阿２００％●
泗水小・中校区●

緯０９６８（２３）８０１５渥

熊本県知事（６）第３６７９号

㈲川口開発

北区西梶尾町売地
1,200　万円
北部まちづくりセンター前バス停歩７分●
地３１０.５８㎡（９３.９５坪）古家有●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
解体更地渡し　川上小・北部中校区●
国道３号線へアクセス良好●

中央区帯山１丁目売地
2,450　万円
帯山中学校バス停歩５分●
地２１４.８７㎡（６４.９９坪）建物有●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
更地渡し　セットバック要●
帯山西小・帯山中校区●

東区花立３丁目売地
3,650　万円
東本町バス停歩４分●
地３５４.００㎡（１０７.０９坪）●
唖宅地茜一中娃６０％阿１５０％●
建物有　更地渡し　分筆相談可能●
桜木東小・桜木中校区●

東区八反田３丁目売家
2,580　万円
東八反田バス停歩５分　姶２台●
地１２４.４６㎡（３７.６５坪）木造２階建●
建９８.８２㎡（２９.８９坪）Ｈ３０年１１月築●
４ＬＤＫ　制震の家　託麻西小・西原中校区●
耐力外壁面材ダイライト使用●

菊池市西寺売家
2,700　万円
中西寺バス停歩１分　５ＬＤＫ　姶２台●
地３９７.２２㎡（１２０.１５坪）木造２階建●
建１３０㎡（３９.３２坪）Ｈ２３年６月築●
無垢材・漆喰・珪藻土等自然素材利用●
太陽光７.５ｋｗ　菊之池小・菊池南中●

合志市須屋売家
3,580　万円
上須屋バス停歩６分　姶３台●
地２４１.６８㎡（７３.１１坪）ＲＣ２階建●
建１８９.４６㎡（５７.３１坪）Ｓ６２年４月築●
４ＬＤＫ＋ＷＩＣ　石庭・池有　照明・サウナ付●
角地　西合志南小・西合志南中校区●

南区田井島３丁目売家
4,380　万円
田井島バス停歩８分　姶並列４台可●
地１８０.６３㎡（５４.６４坪）木造２階建●
建１１９.２２㎡（３６.０６坪）Ｈ２７年１２月築●
４ＬＤＫ　住友林業施工　太陽光発電●
田迎南小、託麻中・出水南中校区●

中央区内坪井町売マンション
1,630　万円
壷井橋バス停歩１分　逢２３.０９㎡●
挨９３.８７㎡（２８.４０坪）照明付●
Ｓ５４年７月築　ホルンハイツ　３ＬＤＫ●
哀愛姶２５,０００円　ＲＣ７階建３Ｆ●
壺川小・城東小、京陵中・藤園中校区●

中央区出水１丁目売マンション
1,735　万円
水前寺公園電停歩５分　逢１４.１２㎡●
挨７０.４２㎡（２１.３０坪）Ｈ９年９月築●
哀愛姶２３,５７０円　ＳＲＣ１４階建５Ｆ●
２ＬＤＫ　砂取小・出水小、出水中校区●
ダイアパレスグランビュー水前寺公園花水木●

北区武蔵ヶ丘９丁目売マンション
3,350　万円
ＪＲ武蔵塚駅歩１１分　ペット可（規定有）●
挨９４.１１㎡（２８.４６坪）Ｈ２６年２月築●
哀愛１９,７００円　平置姶有　ＲＣ１４階建１３Ｆ●
３ＬＤＫ＋ＷＩＣ　逢３０.４９㎡　エイルＭ武蔵ヶ丘●
角部屋　ルーフ逢６１.９７㎡（１,２００円/月）●

八代市本町４丁目売アパート
3,900　万円
東塩屋バス停歩４分●
地２０１.７１㎡（６１.０１坪）●
建２５９.２㎡（７８.４０坪）Ｓ５９年２月築●
ＲＣ４階建　１Ｋ×１２戸　姶５台●
満室想定利回り１０.７１％可●

株式会社たたら不動産 緯０９６（３７５）７１３１渥国土交通大臣（１）第９５９４号 熊本市中央区新屋敷２丁目２‐１ 検　索たたら不動産　　で ➡

清水東町売家
1,680　万円
津留バス停歩４分　４ＤＫ　姶３台可●
地３３０.５７㎡（９９.９９坪）随時案内可●
建１０６.９１㎡（３２.３４坪）Ｓ５８年６月築●
軽量鉄骨造２階建　清水小・竜南中●
Ｒ３年４月外装悪済　大和ハウスの家●

オープンハウス
８/７㈯８㈰１３：００～１６：００

亀井団地

㈱ハウスレッシュ熊本県知事（８）第２８３１号 緯０９６（３７５）５０９９渥
（直通）

出水５丁目新築一戸建
3,190　万円
水前寺公園電停歩１９分　姶４台●
地１７０.１０㎡（５１.４５坪）木造２階建●
建９６.４６㎡（２９.１７坪）Ｒ３年１１月完予●
４ＬＤＫ　出水南小・出水中校区●
フラット３５Ｓ対応　保証最長３０年●

水前寺６丁目売地
1,800　万円
熊本テルサ前バス停歩４分　角地●
地１０５.４３㎡（３１.８９坪）更地●
唖宅地茜二住娃６０％阿２００％●
建築条件なし　砂取小・出水中校区●
県庁まで歩２分（１６０ｍ）●

錆０１２０（３２２）０２１渥

熊本県知事（２）第４９３４号

㈱すいぜんじ公園前不動産

八代市豊原下町売店舗付住宅

1,850　万円
肥薩おれんじ鉄道「肥後高田」駅歩２１分●
地６１４.１７㎡（１８５.７８坪）木造２階建●
建２７６.５７㎡（８３.６５坪）H６年４月築●
４ＬＤＫ＋納戸・店舗　東南角地　姶８台可●
Ｒ３年４月内外装リフォーム済●

山室２丁目売アパート
2,850　万円
KMバイオ前バス停歩５分　姶有●
地３０２.８８㎡（９１.６２坪）木造２階建●
建２３６.９６㎡（７１.６８坪）H３年５月築●
１K×８戸・２DK×１戸　H３０年５月外壁改修済●
満室時年収３０７.２万円可　利回り１０.７％可●

緯０９６（２８５）６９４２渥大和地所株式会社熊本県知事（２）第４９８２号
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合志市須屋売家
2,880　万円
上須屋バス停歩３分●
地３８１.８８㎡（１１５.５１坪）美庭●
建１５２.３５㎡（４６.０８坪）Ｓ５３年１０月築●
交通･買物至便　肥後銀行須屋支店２１０ｍ●
ハローデイ･コスモス３００ｍ●

八代市大村町売家
650　万円

大村バス停歩４分●
地１４７.４０㎡（４４.５８坪）姶２台●
建７２.０３㎡（２１.７８坪）Ｓ５４年２月築●
３ＬＤＫ　Ｒ３年６月内外共リフォーム済●
海士江町の商業施設まで９８０ｍ●

西原村小森売地
550　万円

西原台バス停歩２０分●
地３３０.５８㎡（１００坪）●
唖宅地茜無指定娃７０％阿２００％●
北側・東側６m道路●
整形地　開発団地内●

㈲サンアイ不動産 緯０９６（３４４）６１１０渥熊本県知事（８）第３１８０号

Ｒ３年５月内外共リフォーム済
新産住宅施工ゆとりの４ＬＤＫ

耐震基準適合検査合格済 水前寺支部
（一社）熊本県宅地建物取引業協会

中央区大江２丁目売地
5,900　　渥万円
熊本学園大学入口バス停歩５分●
地３３３.０４㎡（１００.７４坪）●
唖宅地茜二中娃６０％阿２００％●
現況コインパーキング（１９台）●
住宅用地や事務所用地適●

合志市御代志売家
1,675　　握万

円
若原公民館前バス停歩３分●
地２１３.３９㎡（６４.５５坪）●
建１２７.５２㎡（３８.５７坪）Ｈ５年１０月築●
二世帯住宅としてもお使い●
いただけます。

緯０９６（２７３）９７１９
YouTube「サンライト・リブch」で動画公開中

熊本県知事（１）第５５１４号

株式会社サンライト・リブ

益城町寺迫新築一戸建
2,380　万円
木山産交バス停歩３分●
地１４２.７６㎡（４３.１８坪）姶４台●
建９２.７３㎡（２８.０５坪）Ｒ３年５月築●
３ＬＤＫ＋納戸　益城中央小４５０ｍ●
オール電化　太陽光搭載省準耐火●

益城町寺迫売地
660　万円

木山産交バス停歩３分●
地１５８.８０㎡（４８.０３坪）●
唖宅地茜準工娃６０％阿２００％●
建築条件無　分譲地内●
益城中央小４５０ｍ･木山中９５０ｍ●

熊本県知事（３）第４６８７号

INVESTMENT Co., LTD.
緯０９６（２８８）９９３４渥
[インベストメント熊本]で検索

北区龍田陳内１丁目売地
1,673　万円
緑ヶ丘入口バス停歩３分●
地４８１㎡（１４５.５０坪）●
唖宅地茜一住娃６０％阿２００％●
更地　角地●
南は開放的　眺望良好●

中央区八王寺町売住居付事務所

2,100　万円
八王寺新道バス停歩２分●
地１５９.５６㎡（４８.２６坪）鉄骨造３階建●
建１５５.５２㎡（４７.０４坪）S５３年６月築●
１F：駐車場　２F：事務所・住居２K●
３F：３室＋納戸（４帖）　各階トイレ●

中央区西子飼町売店舗
2,750　万円
子飼橋バス停歩３分●
地７５.８０㎡（２２.９３坪）●
建１１０.７８㎡（３３.５１坪）Ｈ１７年５月築●
１F：店舗＋１ＬＤＫ　２F：３室・納戸・風呂●
子飼商店街内　２方道路●

東区湖東２丁目売家
4,860　万円
湖東町バス停歩１分●
地４９２.２１㎡（１４８.８９坪）●
建２４４.３４㎡（７３.９１坪）Ｈ２年５月築●
７ＬＤＫ＋納戸（４帖）２F：防音室・洗面●
２Ｆにも流し台・シャワー室・トイレ有●

㈲中村巌不動産 緯０９６（３８４）２０５７渥熊本県知事（１３）第９６０号

菊池市隈府売家
1,680　　万円（税込）
軌道敷跡バス停歩２分　姶３台以上可●
地８９６.２８㎡（２７１.１２坪）木造平家建●
建９１.７１㎡（２７.７４坪）S４１年１１月築●
５DK　車庫･倉庫･家庭菜園付　日当良好●
八方ヶ岳望む　隈府小･菊池南中校区●

城南町塚原売家
2,680　　万円（税込）
西塚原バス停歩２分　４ＬＤＫ●
地１,７２５.９４㎡（５２２.０９坪）木造平家建●
建１３６.６６㎡（４１.３３坪）Ｈ９年５月築●
姶大型可能・複数台可●
豊田小・城南中　工場・倉庫付約５７.３２坪●

菊鹿町木野売地
700　万円

本分バス停歩１５分　●
地６６１.１６㎡（２００坪）分筆渡し●
唖宅地茜無指定　菊鹿小・菊鹿中●
建築条件付　あんずの丘約１.４ｋｍ●
源泉かけ流しの温泉付（負担金無）●

新土河原２丁目売地
1,793　万円
新土河原町入口バス停歩５分●
地２４７㎡（７４.７１坪）更地●
唖畑茜準住娃６０％阿２００％●
建築条件無　南面道路　整形地●
買物・生活便良　白坪小・花陵中●

健軍２丁目売地
4,550　万円
健軍校前電停歩５分　建築条件無●
地３７３.２５㎡（１１２.９０坪）更地●
唖宅地茜一中・二中娃６０％●
阿１５０％・２００％　高台　日当良好●
健軍小約２６０ｍ　湖東中約７５０ｍ●

㈲熊コーポレーションHPにて公開中！
熊本県知事（１）第５２１６号

ゆう

緯０９６（３８４）６１２３渥
熊コーポレーション 検索

城南町藤山売地
1,060　万円
上塚原バス停歩１４分●
地１,１６９.８㎡（３５３.８６坪）更地●
唖宅地・山林茜無指定娃４０％阿８０％●
確定測量・整地渡し　建築条件無●
豊田小・下益城城南中校区●
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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！！

人吉市相良町貸マンション
月額6.4　万円
相良町バス停歩１分●
挨５７.２８㎡（１７.３２坪）２ＬＤＫ●
Ｈ２１年２月築　RC３階建２Ｆ●
保証金１９.２万円　オートロック●
家財保険加入要　姶１台有●

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。


