リビング熊本 住宅特集

2020年9月19日

自分の家を作る気持ちで、
お客様の家

県住協 のＣＭでもおなじみ、熊本県

を作る が理念の「BYMホーム」。料理

下で唯一の住宅専門の協同組合。熊本県

好きのための家づくり を中心に、機能的

産材を使用した良質な住宅をできる限り
手の届く価格で提供してくれます。コス

社長自身も料理が趣味＆３姉妹の父。自

トを抑えながらも、設計士・職人さんなど

home as

My home

-自分の家を作る気持ちで、お客様の家を作るBYMホームで遠慮は無用！
理想の家を一緒に叶えましょう

自分仕様の水回り、子どもと料
理を楽しみたい…まずは相談を

これはさすがにムリよね… という

づくりモニターでは、150万円相当の豪

疑問や不安、まずは何でも話してみて。

華特典付き！ マイホームを検討中なら

社長が親身に、相談にのってくれます。

見逃せないチャンスです。施工エリアは

BYMホーム代表取締役 髙山さん／子育て世代の家づくりが
得意。料理や釣りなど多趣味な３姉妹の父です

リビング熊本の配布エリア全域。問合せ

ブラウン社
「オーバルホット
プレートセット」
プレゼント！

検索←

②設計費、各種申請費用無料
③そのほか、選べるキッチンオプションの
費用無料！
募集数／１組
条 件／着工から完成までの様子、施主のコメントや写真など
を同社HPや広告で掲載します。完成後は見学会など
モデルハウスとして使用することがあります

豪華モデルハウス

本体+付帯工事費込でこの価格！

1390万円（税別）
【限定10棟】

特別企画のため、早めの
申し込みがオススメ。
詳細はＨＰでご確認を！

【問合せ】県民住宅協同組合

1 0120・1500・78
事 務 所 ／ 中 央 区 水 前 寺4-54-4
営業／8:30 〜19:00、年中無休

県民住宅
協同組合

検索←

県住協

「コロナが落ち着くまでキャンペーン
は継続します」
と、足場工事代と屋根や壁

熊本」
がついに完成、8月から入居もスタ

の高圧洗浄が無料に！ 塗装工事で負担

ら選べますが、残り戸数はわずか。随時
見学会を開催中なのでお急ぎください！

旭化成の都市型マンション
「アトラス上熊本」販売価格（税込）

の大きい足場代の相場は、一般的な２階

2LDK（70.24㎡）2850万円
3LDK（70.59㎡）2950万円〜
4LDK（85.16㎡）3540万円〜

す。さらにリビング読者は通常の塗装料

熊本市街地に近く、JR・市電・都市バ

きで、都会的で洗練されたデザイン。耐
震・耐久性に優れ、住みやすさにこだわ
った機能性も兼ね備えています。

金から10％値引き。
この機会に大切な家
のお手入れを行いましょう。問合せが増

京陵中学校 文
31 イワサキエース

地域に密着した熊本の会社です

県立体育館
●
聖心
県立体育館前バス停
病院

アトラス上熊本
● 現地販売事務所

●
セブン
イレブン ● ●上熊本
坪井
内科
城の湯 ●
交番 ●
リンガー ●
ハット
文
城東小学校
熊本城

市役所

1 0120・73・1117

➡

自社施工・自社管理で下請けを一切
使わない分、コストを削減。腕の良い職
ライトアップされたエント
ランスと都会的なシャープ
なデザインの外観
（2020年6月撮影）

●

【物件概要】●所在地／熊本市西区上熊本1-215-5（地番）●交通／熊本
都市バス「県立体育館前」バス停徒歩１分 ●用途地域／準工業地域、市街
化区域、法22条区域、下水道処理区域内、大規模集客施設制限地区 ●地
【完全予約制】
目／宅地 ●敷地面積／ 7003.95㎡ ●構造・規模／鉄筋コンクリート造
14階建 ●建築確認番号／第BVJ-FUKI18-10-0875号（平成30年6月
日程／随時 ※火曜・水曜定休
22日付）●総戸数／ 184戸
（非分譲住戸71戸含む）●駐車場／ 182台
（う
予約時に希望日時をお伝え下さい
ち来客用4台）※駐車場の選定方法…売主が定める方法により実施 ●駐車
場使用料／月額3500円～ 8500円 ●バイク置場／ 10台 ●バイク置場
時間／①10:00 〜 ②13:00 〜
使用料／月額1000円 ●ミニバイク置場／ 10台 ●ミニバイク置場使用
③15:00 〜
料／月額500円 ●自転車置場／ 276台（うちスライドラック式234台)
●自転車置場使用料／月額100円 ●エレベーター／４基 ●建物竣工日／
※新型コロナ感染予防対策として完全予約
2020年4月30日 ●引き渡し・入居予定／即入居可 ●分譲後の権利形態
制、最大２組までの案内としています
／敷地・建物共有部分は所有者の共有、建物専有部は区分所有 ●管理形
※スタッフのマスク着用・手洗い・消毒の徹
態／区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託 ●売主／
底、住戸内の定期的な換気を行っています
旭化成不動産レジデンス（株） 国土交通大臣（６）第5344号 東京都千代
田区神田神保町1-105 ☎03(6899)3213 ●販売提携（代理）／住友
不動産販売（株） 国土交通大臣（12）第2077号 不動産福岡市中央区天
【問合せ】アトラス上熊本 現地販売事務所
神1-13-2福岡興銀ビル7階 ☎092(739)4170
【先着順申込受付概要】●販売戸数／ 18戸 ●販売価格／ 2850万円（1戸）
～ 3940万円（1戸）●最多販売価格帯／ 3500万円台（4戸）●間取り／
住所／西区上熊本1-9-17
HPはこちら↓ 2LＤＫ～ 4ＬＤＫ ●専有面積／ 70.24㎡～ 85.16㎡ ●バルコニー面積
営業／10:00 〜18:00
／ 11.65㎡～ 26.13㎡ ●管理費／月額6200円～ 7500円 ●修繕積立
火曜・水曜休（祝日除く）
金／月額4800円～ 5800円 ●修繕積立基金（引き渡し時一括）／ 23万
8800円～ 28万9500円 ●広告製作日／ 2020年9月10日 ●広告有効
アトラス上熊本
検索←
期限／ 2020年10月末日

実邸披露会 開催中

U

えているので、先着５組限定です。

至藤崎宮

も集まる文教地区です。住戸は全戸南向

本妙寺入口電停

便利。周辺には商業施設がそろい、学校

至本妙寺

スのトリプルアクセスでどこに行くにも

●

●しゃぶ葉

35年前、
家を建てる際に必要な大工・
左官・電気・設計などの技術者・技能
者が集まって初めて発足。県産木材を
促進する目的での事業協同組合とし
て、
日本で最初に許可されました

建てで15 〜30万円なのでかなりお得で

至植木 熊大附属小学校 文

県立体育館前電停

上熊本駅

恵まれた環境×機能的な住空間

●
GS
●

県内唯一の住宅の協同組合

屋根・壁塗装 ﹇楡木・ さん邸﹈

住まいの旭化成が手がける、九州初の

す。2LDK 〜4LDKの間 取りプランか

平安祭典

➡

足場無料と高圧洗浄
無料キャンペーン！

震災建て替えプロジェクト「アトラス上

の実邸を見学でき、すぐに入居も可能で

競輪場
●

●

（株）
ウィズホーム

「アトラス上熊本」
完成
実邸見学、即入居！

ートしています。今なら完成したばかり

早稲田スクール
●

アイ歯科
●

全体的な色あせ︑破風板も傷んでいたので︑
屋根も壁も熱・紫外線を弾き返す遮熱塗装で塗り替え

旭化成不動産
レジデンス

【大好評第2弾】35周年キャンペーン

九州電力

BYMホーム

を続ける同社。玄関に入った瞬間から木

パス
東バイ

住所／東区小山7-6-2
営業／9:00 〜 18:00、土日祝休
問い合わせは平日以外もＯＫ！

①高断熱住宅仕様へのグレードアップ無料

→インスタグラム
はコチラ

☎096（234）
7148

合計150万円分のモニター特典！

→チャット問合せ・
モニター募集詳細
もＱＲから確認で
きます

BYMホーム
（株）

抗菌・殺菌効果に優れた、県産の杉・
ヒノキを使用した健康・安心な家づくり

デザインにも機能にも妥協した
くないという施主の思いを形に

さらに、食卓が楽しくなるアイテム

抗菌・殺菌効果の高い杉やヒノキ
を使用。新生活様式にぴったり

料理好きファミリーを探しています！

Point

150万円分の特典
プレゼント！

別）で提供されるキャンペーンが大好評
につき第2弾を実施中です。

の香りで癒される心地よさは格別です。

は電話、
オンラインでも受付中です。

限定１棟の成約特典

た間取りやこだわりを実現。豪華モデル
ハウス
（2LDK・25坪）
が1390万円（税

天然木の強さと美しさを活かした
丈夫で健康的な家づくり︒その豊富な施工例は
同社のホームページでチェックできます！

こんなこと聞いたら恥ずかしいかな

好評につき追加された限定１棟の家

の技術力は高く、住む人それぞれに合っ

プラン例や
お客さまの声など
ＨＰに は情報満載

Build Your

平 屋 と 二 階 建 て の 利 点 を 融 合︒ 木の持ち味が生かされ︑和風
外観にも個性が光ります
旅館を思わせる上品な和室

で遊び心ある住まいを提案しています。

能など、快適性にも力を入れています。

水前寺の本社に隣接したコンパクトな
平屋の豪華モデルハウス

豪華モデルハウスを
1390万円で！

料理好きのマイホーム
限定１棟モニター募集！

子育てが楽しくなる空間を実現。断熱性

＜18＞

県民住宅協同組合

BYMホーム
（株）

らの経験と豊富な知識をもとに、家事や

土曜日

人が多く、工事の仕上がりにも自信があ
ります。地元企業ならではのフットワー
クの良さも魅力。見積もりや気になる箇
所の相談も無料です。
まずは電話を！

「コロナに負けるな」キャンペーン
好評実施中！

特典

①足場代が無料
②高圧洗浄が無料

さらに「リビングを見た」で契約すると…

③通常の塗装料金から
10％値引き！

期限R2.9.16 〜先着５組に限る
（株）ウィズホーム

☎096(288)1965

住所／北区植木町舞尾589-1
営業／9:00 〜18:00
日曜・月曜休
ウィズホーム 植木

検索←

豊富な施工例
はHPを↓

ベランダ左官工事・防水塗装［武蔵ケ丘・Sさん邸］
水が溜まるようになっていたので左官工事で下地・中塗り・上塗り
を行い、傾斜をつけてから完全防水の塗装でピカピカに！

塗装だけじゃない！ 家を丸ごとメンテナンス

「ウィズホーム」のサービス紹介
Point

■ 屋根の葺き替えや補修
■ 外装工事（漆喰壁の塗り替え・補修、
コーキング
打ち替えなど）
■ 内装リフォーム
（壁紙・床の張り替えなど）
■ エクステリアのリフォーム
（カーポートの設置、
トタン屋根の張り替え、
波板や雨どいの交換など）

➡

コーキングの
打ち替え例

