
熊本県知事（1）第005447号

株式会社ロココ ☎096（237）6547

売地 菊陽町久保田
490万

円
●上仲代バス停歩14分
●地345.3㎡（104.45坪）
● 宅地 無指定 70％ 200％
●眺望良好 建築条件なし
●菊陽中部小・菊陽中校区

売地 西区小島上町
1,250万

円
●方近バス停歩3分
●地759.35㎡（229.7坪）
● 宅地 一中 60％ 150％
●古民家有。現況渡し。
●小島小・城西中校区

㈲ワールド不動産 ☎0968（36）9201熊本県知事（2）第5062号

売地 七城町甲佐町
550万

円 
●七城農協前バス停歩4分
●地320.86㎡（97.06坪）
●宅地 都市計画区域外
●北西4.5ｍ公道接面17.5ｍ・南6.0ｍ
●公道接面30.0ｍ 現状更地

売地 山鹿市熊入町
550万

円
●熊入温泉バス停歩5分
●地213.37㎡（64.54坪）
●宅地無指定60％200％
●現状更地 小学校区間1㎞以内
●住宅用地に適

売地 菊池市旭志川辺
600万

円
●保育園前バス停歩3分
●地290.88㎡（87.99坪）
●宅地都市計画区域外
●南東6.0ｍ公道接面17.0ｍ 南西5.0ｍ公道
接面6.0ｍ 現状更地 住宅用地として適

売地 菊池市旭志川辺
1,558万

円 
●旭志川辺バス停歩8分
●地1,470.00㎡（444.6坪）
●畑無指定70％200％
●国道沿い 西20.0ｍ公道接面58.0ｍ
●現況更地

売地 山鹿市熊入町
1,750万

円
●熊入四つ角バス停歩5分
●地213.37㎡（64.54坪）
●田無指定60％200％
●現状更地 接道 南6.0ｍ 公道 接面26.5ｍ
●東4.0ｍ私道 接面15.0ｍ

売地 菊池市西寺
2,569万

円 
●北古閑バス停歩9分
●地2,427.85㎡（734.42坪）
●宅地無指定70％200％
●西5.5ｍ 公道接面22.0ｍ
●現状建物有

売家 鹿本町梶屋
845万

円 
●梶尾橋バス停歩7分
●地447.31㎡（135.31坪）
●建72.72㎡（21.9坪）Ｓ30年3月築
●3DK（和8 洋6・6）木造平屋建
●Ｒ4年3月リフォーム済 10坪以上の庭有

売家 泗水町永
880万

円 
●高江バス停歩55分
●地334.96㎡（101.32坪）
●建84.46㎡（25.5坪）Ｓ61年4月築
●3LDK（和8・6 洋8）木造平屋建
●ゆっくり暮らせる平屋 現状空家

急募!求む!
土地・建物

お電話ください。
どんな物件でも構いません

売地 菊池市出田
550万

円
●広瀬バス停歩11分
●地851.00㎡（257.42坪）
●宅地無指定70％200％
●東6.0m私道接面5.0m
●現状更地

売地 中央区新町3丁目
2,600万

円
●市電蔚山町電停徒歩4分
●地165.68㎡（50.11坪）
●宅地商業80％400％
●ゆめマート熊本新町726m イワサキACE島崎店738m
●一新小学校 西山中学校校区
熊本県知事（2）第5092号

株式会社ホロムアコーポレーション
☎096（354）7722

熊本県知事（12）第1694号

不動産のウラタ㈱ ☎0966（22）2311

貸家 人吉市下薩摩瀬町
月額7.2万円

●カルチャーパレス前バス停歩6分
●建75.07㎡（22.7坪）2台
●S49年月不詳築 木造瓦葺平家建
●保証金21.6万円 3DK 買物便利
●R3年12月済 家財保険加入

八代・人吉
土地・建物
求む！！

土地活用相談無料受付中

熊本県知事（8）第3173号

㈲下田不動産 ☎096（355）6780

売地 宇土市走潟町
717万

円
●平木橋バス停歩2分
●地395㎡（119.5坪）
●現状宅地無指定60％
●200％ 全2区画
●西公道4m接道23m 走潟小・鶴城中

売地 松橋町久具
1‚616万

円
●希望の里バス停歩3分
●地668㎡（202坪）
●宅地一住60％200％
●公道8m接道9.5m
●店舗・事務所向 豊福小・松橋中

大和地所株式会社 ☎096（285）6942熊本県知事（2）第4982号

売家 城南町東阿高
1,180万

円
●公会堂前バス停歩5分 2台有
●地193.21㎡（58.44坪）木造2階建
●建80.32㎡（24.29坪）Ｈ6年8月築
●3LDK（4LDK変更可）日当良
●豊田小・隈庄小、城南中校区

売家 一の宮町宮地
2,197万

円
●JR宮地駅歩35分 温泉付
●地510㎡（154.27坪）有
●建53.04㎡（16.04坪）H11年10月築
●軽量鉄骨造平屋建 1LDK
●ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート物件

売家 一の宮町宮地
2,780万

円
●JR宮地駅歩35分 温泉付
●地499.70㎡（151.15坪）有
●建110.96㎡（33.56坪）H23年10月築
●木造平屋建 4LDK
●ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート物件

㈲熊コーポレーション ☎096（384）6123熊本県知事（2）第5216号

売家 鹿北町岩野
1,480万

円
（
税
込
）

●岩野バス停歩4分
●地566.25㎡（171.29坪）6台可
●建122.82㎡（37.15坪）木造平屋建
●H23年4月築 3LDK+納戸 オール電化
●店舗・事務所可 鹿北小・中校区

売家 阿蘇市乙姫
2,230万

円
（
税
込
）

●乙姫ペンション村入口バス停歩9分
●地696㎡（210.54坪）木造平家建
●建134.45㎡（40.67坪）H7年6月築
●R3年7月済 天然温泉利用可
●4LDK 温泉使用料11,000円/月

売地 菊鹿町木野
700万

円
●本分バス停歩15分 
●地661.16㎡（200坪）分筆渡し
●宅地無指定 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）

売地 南阿蘇村白川
1,263万

円
●山鳥バス停歩25分
●地835㎡（252.58坪）更地
●雑種地無指定30％60％
●北側3m公道 下水道加入金・引込工事要
●別荘・店舗・ペンション可 日当り良好

売地 大江1丁目
3,700万

円
●大江川鶴バス停歩4分
●地306.87㎡（92.82坪）更地
●宅地一住60％200％
●敷地延長部分の幅員3m 建築条件無
●前面道路幅員6m 大江小・白川中

[熊コーポレーション]で検索
ゆう

ミツワ不動産建設㈲ ☎096（288）5830熊本県知事（10）第2436号

売地 南阿蘇村久石
200万

円
●新村バス停歩21分
●地292㎡（88.33坪）
●宅地無指定30％60％
●別荘分譲地内 水道引込済 南道
●アスペクタ600m

売地 西区小島8丁目
766万

円
●楢崎中間バス停歩1分
●地253.46㎡（76.67坪）
●宅地二中
●60％160％
●東南角地 西水路

売地 西区小島8丁目
1‚380万

円
●楢崎中間バス停歩1分
●地506.9㎡（153.34坪）
●宅地二中60％160％
●東南角地 西水路
●アパート用地適

熊本県知事（7）第3452号

㈲北部開発 ☎096（351）7227

貸家 北区楠野町
月額6.5万円

●古閑小屋バス停歩12分
●建63㎡（19坪）S54年1月築
●5DK 木造平家建（中2階あり）
● なし 3ヶ月 1台無料
●地197.05㎡（59.6坪）

売家 北区鶴羽田4丁目
4,200万

円
●松ノ本バス停歩5分
●地595㎡（179.98坪）
●建156.27㎡（47.27坪）
●S54年1月築 2台
●オール電化 美庭

売地 高森町上色見
1,880万

円
●南阿蘇鉄道高森駅車で15分
●地13,628㎡（4,122坪）
● 山林 無指定 20％ 60％
●別荘、ホテル用地向け 自然公園法
阿蘇・九重国立公園第3種特別地域
福岡県知事（11）第7464号

スコーレヒル産業株式会社
☎092（806）2181

売家 北区植木町大和
1,638万

円
（
税
込
）

●ショッピングセンター前バス停歩2分
●地214.68㎡（64.94坪） 3台可
●建96.86㎡（29.30坪）S58年12月築
●木造2階建 3LDK＋WIC＋屋根裏収納
●R4年4月 済 菱形小・鹿南中校区 ナビ 北区植木町大和80‐9

樹の公園

JR植木駅

水
の
塔
公
園

現地 萩公園

ちびっこ公園
マルエイ

至３号線→
113

売家 宇土市松山町
1,598万

円
（
税
込
）

●松山コミュニティセンターバス停歩4分
●地273.12㎡（82.61坪） 3台
●建85.7㎡（25.92坪）S53年8月築
●軽量鉄骨造平屋建 3LDK 
●R4年6月 済 花園小・鶴城中 ナビ 宇土市松山町1707‐2

国土交通大臣（4）第7231号
熊本市東区秋津新町2番22号 ㈱リアルト・ハーツ熊本支店 ☎096（285）8421

［リセットハウス］で検索

オープンハウス
7/2㈯3㈰13：00～17：00

売マンション 武蔵ヶ丘9丁目
2,880万

円
●上の窪団地入口バス停歩4分
● 89.1㎡（26.95坪）H18年8月築
● 23,100円 RC10階建10F 
●4LDK ペット可 最上階・フロア内1戸 
●ルーフバルコニー使用料700円/月
熊本県知事（9）第2831号

㈱ハウスレッシュ
☎096（375）5099

売地 中央区横手3丁目
1億3,917万円
●熊本市電新町電停歩9分
●地2,706．31㎡（818.67坪）
●宅地二中60％200％
●現況実測面積売買
●風致地区 宅地造成規制区域
熊本県知事（14）第960号

㈲中村巌不動産
☎096（384）2057


