作って楽しい、
くまモンストアへ遊びに行くモン！

ナガタニヤ

●

くまもと
森都心プラザ

春日小●

くまモングッズのナガタニヤ
お土産はもちろん、普段使いしたくな
るアイテムも大集合のくまモングッズ専
門店「ナガタニヤ」が1月にオープン。思
わずクスッとくるユニークな文房具やT
シャツ、ぬいぐるみ…品ぞろえは県内ト
ップクラス！ 手作りワークショップも
体験できます（要予約）。企業の名入れグ
ッズや販促品の製造もおまかせ。

熊本駅

※バレンタインコレクションのお求めは、最寄の香梅各店へ

「10種の木の実の物語」
１個432円
（税込）
※9×9×1.5㎝ 賞味期限2月21日

10

NEW
OPEN

●

ささえりあ ●
花陵
28
ツタヤ

ほかにも生チョコ・抹茶の生チョコ・家チョコ（チョコ
パウンドケーキ）
・ラブリーショコラ（チョコレートケー
キ）など多彩。素敵なラッピングはギフトにもお勧め

お菓子の香梅

バラエティ豊かな「バレンタインコレクション」

チョコ× 種の木の実

すっきりとしたビター

チョコに︑いろいろな木

の実をトッピング︒カカ

オの豊かなコクと風味に

木の実の香ばしさがとけ

土曜日
込みます︒女子にも嬉し

い︑良質な栄養成分と美

容効果の高さで注目を集

友チョコや自分へのご

める木の実がたっぷり！

褒美にもぴったりです︒

2019年2月9日

問合せ／白山本店

午前９時〜午後７時

☎０９６
︵３７１︶
５０８１

＜3＞

〒

●

田崎本町
郵便局

☎096（359）0206
営／10:00〜19:00、水曜休
住／西区春日6-20-5
※駐車場4台

オレンジ色の屋根が目印。大きなくまモンの
置き物と記念写真もどうぞ！

阿蘇「ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート」にて、平屋見学会と無料の体験宿泊を開催します

移住や別荘に！ 雄大な阿蘇山の麓での暮らしを体感しよう
大和ハウス工業（株）熊本支社

検索←

ダイワハウス 阿蘇

阿蘇神社 ●
212

内牧駅

阿蘇駅

ホンダカーズ ●

いこいの村駅
宮地駅
● カドリー
ドミニオン
セブンイレブン
● アゼ
リア21
ミルクロード
入口
57

●

赤水駅

ＪＲ豊肥本線
至ミルクロード

市ノ川駅

● 大観峰
11
ファミリー
●
マート

● 現地

● ファームランド

【平屋見学会】 期間:2月6日〜 3月31日
大きな吹抜けが開放的なリビング＆ダイニング
高級感と清潔感を両立する大理石調の床材
● 2カ所のウッドデッキはアウトドアリビング
として活躍
●

至仙酔峡

●

マップコード／ 256 612 178*61
※「 マ ッ プ コ ― ド 」 お よ び
「MAPCODE」は（株）デンソーの
登録商標です

23

・５帖の広いＬＤ

で約
40

㎞︑スーパーはら

ぐちまで約２・７㎞︑大

阿蘇病院まで約１・８㎞

など︑生活便利施設がそ

ろいます︒

されています︒リゾート

分譲地内には無料で宿

Ｋ︑

地らしく嬉しい温泉付

泊できる﹁宿泊体験施設﹂

Ｋ︑主寝室・和室・洋室

セカンドライフの移住先

き︒また家の中からは阿

﹁世界農業遺産﹂﹁世界

として︑別荘として快適

蘇連山の雄々しい風景を

も準備︒実際に泊まって

ジオパーク﹂に認定され

に過ごせる場所です︒そ

自然や環境を肌で感じら

体験宿泊が無料！

んな阿蘇での暮らしを体

眺められ︑こだわりの景

た 阿 蘇 に 暮 ら す 優 越 感︒ が生活動線を考えて配置

ダ

れます︒無料のカタログ

感してみませんか？

また︑自然と利便性を

･

観もポイントです︒

も 送 付 可 能 で す︒ 宿 泊

イワハウスの分譲地﹁阿

送付希望は左記のフリー

蘇一の宮リゾート﹂にて︑

兼ね備えているのが﹁阿

建設業許可番号・国土交通大臣許可
（特-27・28）
第5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣
（15）
第245号
（一社）
熊本県宅地建物取引業協会会員
（一社）
九州不動産公正取引協議会加盟

平屋の見学会＆無料体験

50120･618･138

熊本県阿蘇市一の宮町宮地6273-49
9:00 〜 18:00 火･水曜休

コールへ問合せを︒

ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾートビジターセンター

大和ハウス工業（株）熊本支社
熊本市東区錦ヶ丘18-24 ☎096
（360）5223

蘇一の宮リゾート﹂の特

【問い合わせ】

徴です︒熊本インターま

【クールなたたずまいがひときわ目を引く家】●所在地/熊本県阿蘇市一の宮町宮地5644-43 ●今回販売戸数/1戸（3-2-3号地）●販売価格
/3435.2万円(税込) ●温泉利用一時金1口:129万6000円（税込）汚水処理施設分担金:12万9600円（税込）を含む ●敷地面積/581.51㎡ ●延
床面積/112.55㎡ ●構造/軽量鉄骨造1階建 ●建築確認番号/第ERI11018202 ●建物完成年月/平成23年8月完成済 ●入居予定/即入居可

平屋の間取りは３ＬＤ

【分譲宅地・建築条件なし】●所在地/熊本県阿蘇市一の宮町宮地字上高城口6273-49他 ●今回販売区画数/（1・2街区）10区画 ●敷地面積
/（1・2街区）576㎡〜 796㎡ ●販売価格/（1・2街区）799.6万円〜 1389.6万円 ●最多販売価格帯/（1・2街区）1200万円台
（4区画）
【分譲宅地・建築条件付】●所在地/熊本県阿蘇市一の宮町宮地字中平原5644-7他 ●今回販売区画数/（3街区）5区画 ●敷地面積/（3街区）
496.28㎡〜 586.45㎡ ●販売価格/（3街区）902.56万円〜 1512.56万円 ●最多販売価格帯/（3街区）900万円台（2区画）
【建築条件付宅地について】この土地は土地売買契約締結後3カ月以内に、大和ハウス工業（株）と住宅の建築請負契約を締結していただくこ
とを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、
土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息でお返しいたします。

宿泊が開催されます︒

【ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート 全体物件概要】●交通/ＪＲ豊肥本線「宮地」駅下車、車で約4分（約2.6㎞ 1・2街区）
、車で約3分（約1.6
㎞ 3街区）●総事業面積/約127万㎡ ●総区画数/342区画 ●地目/山林（1・2街区）
、宅地（3街区）
、
（建ぺい率25％、但し残置森林による制
限があります ●容積率/無指定、但し建物の高さ13ｍ以下で地階を除く階数は2階建まで）ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート建築協定に従っ
て建物建築をしていただきます。区画の一部について大和ハウス工業（株）の地役権が所有権移転登記時に設定されます ●都市計画/都市計画
区域外・無指定 ●管理費等/管理費：月額2160円（1区画、消費税を含む）/施設管理分担金：32万4000円（1区画、消費税含む）/汚水処理
施設維持管理協力費：月額864円（1区画、消費税含む）建築後、汚水基本使用料：月額2376円（1区画、消費税含む）が必要です/汚水処理施
設分担金：12万9600円（1区画、税を含む）※建築時に必要です。建築条件付物件の販売価格には汚水処理施設分担金が含まれています/温泉
利用一時金：129万6000円（税込）は販売価格に含まれます。使用開始より10年間有効。10年毎に更新料32万4000円（税込）が必要です。
温泉受湯の場合は建築後、温泉基本使用料：月額3,564円（1区画、計量器損料、消費税を含む）が必要となります。温泉の使用時にはボイラ
ー等による加熱が必要です ●道路/幅12ｍ、9ｍ、6ｍ
（アスファルト舗装）●設備/［電気］
九州電力
（他の小売電気事業者選択も可能です）
［ガ
ス］各戸プロパン［下水］雨水：浸透桝、汚水雑排水：集中浄化処理敷地内配管済［水道］阿蘇市市営水道［その他］消火栓、歩道、街灯、リサイク
ルハウス ●私道負担/なし ●管理/大和ライフネクスト（株）
（委託）●工事完成年月/造成済 ●手付金等の保全措置/西日本住宅産業信用保証
（株）●事業主･売主/大和ハウス工業
（株）●取引条件有効期限/平成31年3月31日 ●広告作成年月日/平成31年1月31日

※
「クールなたたずまいがひときわ目を引く家」
（平成28年４月撮影）

大自然との暮らしを現実に！

阿蘇五岳、広大な大草原、あか牛の放牧、季節ごとの花々…阿蘇は春夏秋冬さまざまな表情をみせてくれます
（平成24年5月撮影）

無料体験宿泊ができます

一泊してリゾートの雰囲気や立地をゆっくり体
感できます。申し込みは左記のフリーコールへ

期間／ 2月6日
（水）〜 3月31日
（日）
受付／先着５組10人

【利用条件】利用はロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾートを
検討頂き、案内の時間を取ってもらう事が条件です。条
件が合わない場合は利用をお断りさせて頂く事もありま
すので予めご了承下さい。利用人数は原則２人まで
※宿泊体験施設は販売対象外
＜お客さまの個人情報の利用目的について＞ 弊社は、個人情
報保護法を遵守し、弊社または弊社グループ企業が行う次の
事業【※】に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフタ
ーサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サ
ービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供な
どのために、お客さまの個人情報を利用させていただきます。
【※】
住宅、リフォーム、集合住宅、マンション、商業店舗開発、
建築、不動産分譲、不動産仲介、環境・エネルギー、損害保
険代理店、ホテル、インテリアなどの各事業

