2020年11月14日

土曜日
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分譲住宅は11月中の契約で、住宅ローン控除が10年間から13年間になる今がチャンス！

第３期分譲住宅、新たに６戸加わって全11戸先着順受付中！
大和ハウス工業（株）熊本支社
建築条件付宅地・分譲住宅販売会

セキュレア
ガーデン沖野

日程／11月14日・15日・21日・22日・23日
時間／10:00〜17:00 場所／セキュレアガーデン沖野

各日（5日間）
・先着5組限定
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光の森が生活圏に︒小学校も
徒歩圏で便利さも魅力です！
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カーナビ検索／菊陽町沖野2丁目19付近
カーナビマップコード／ 297 107 25*41
マップコードおよび「MAP CODE」は（株）デンソーの登録商標です

将来、妊娠を希望するなら…
プレコンセプションケアを

熊本リビング新聞社

婦 人 科

は体作りが大切ですね︒

とが増えました︒妊活に

不妊治療が話題に上るこ

んが妊娠に気づく頃には

赤ちゃんの臓器はお母さ

︱︱ 生 理 が 順 調 で あ れ

してください︒

されているので︑参考に

て お く こ と も 大 切 で す︒ にチェックシートが掲載

出産の正しい知識を持っ

ば︑いつかは妊娠できる

食事を心がける・かかり

皆さんは﹁プレコ

すでに基礎ができている

⁝と思いがちですが︒

つけの産婦人科医を作る
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ため︑妊娠前からのケア

?!
⁝ な ど 多 岐 に 渡 り ま す︒

ンセプションケア﹂とい

が重要なのです︒

岩政

体作りは妊娠がわかってからでは遅い

う言葉をご存じですか？

︱︱ 具 体 的 に は ど ん な

立には〝排卵しているこ

気になる方は︑国立成育

プレ＝前︑コンセプショ

ことを注意すれば？

と〟
と〝卵管が通っている

医療研究センターのＨＰ

ン＝受胎するという意味

岩政

こと〟が大きなカギにな

︱︱ 新 政 権 に な っ て︑ て︑ 健 康 を 維 持 し 妊 娠・

で﹁妊娠する前段階から

する・禁煙︵受動喫煙を

ります︒卵管が通ってい

残念ながらそうで

自分の健康をケアするこ

避ける︶
・アルコールを

はありません︒妊娠の成

と﹂で︑ＷＨＯもこれを

控える・バランスのよい

適正体重をキープ

推奨しています︒将来妊

るか否かは︑卵管造影検

査などで調べることがで

きます︒月経が普通にあ

るのになかなか妊娠しな

いという方は︑早めに受

診することをお勧めしま

す︒また︑パートナーと

共に将来の妊娠・出産を

ライフプランとして考え

ておくことも大切です︒

仁 院長

娠することを前提に考え

ソフィアレディースクリニック水道町
生殖医療指導医（不妊治療の専門医）

岩政

線﹁光の森﹂駅まで徒歩

プレゼントが当た
るアンケートも！

リ ビ ン グ 熊 本 に

ＬINE＠アカウントが

できました︒友だち登録

をすると︑フロント特集

のお知らせやイベント告

知などの情報配信や急な

病気に役立つ︑休日在宅

医のチェックもできてと

っても便利︒あなたも今

すぐ友だち登録を︒

LINE友だち募集中
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ダイレックス

50120･952･326

↑友だち登録は
QRコードから

分︵約１・４㎞︶
です︒

上／勾配屋根がスマートな印
象 の19号 地 外 観 下 ／ 9帖
の洋室は間仕切りで２部屋に
することも可能

【全体概要】●物件名称／セキュレアガーデン沖野 ●所在地／建築条件付宅地：熊本県菊池郡菊陽町沖野2-5761-29他、分譲住宅：熊本県菊池郡菊陽町沖野2-5761-39他 ●交通
／産交バス「光の森産交」バス停から徒歩7分 ●総区画数／ 78区画（内、当社73区画）●開発面積／ 24,571.77㎡ ●用途地域／無指定地域 ●都市計画／市街化調整区域 ●地区計
画／沖野地区地区計画 ●道路の幅員／ 6m（アスファルト舗装）●地目／宅地 ●建ぺい率／ 40%（9・15・19・27・38・55・56・63・75・76・77・78号地は50%）●
容積率／ 80% ●設備等の概要／電気：九州電力（他の小売電気事業者の選択も可能です）、ガス：都市ガス（75号地はオール電化のためガスなし）、水道：公営水道、下水：公共下
水道、雨水：側溝 ●造成工事／造成済 ●取引態様／売主：大和ハウス工業（株）●広告作成年月日／令和2年11月5日 ●取引条件有効期限／令和2年11月30日
【分譲住宅概要】今回販売戸数／ 11戸 ●敷地面積／ 201.05㎡〜 222.02㎡ ●建物面積／ 98.28㎡〜 110.42㎡ ●建物構造／軽量鉄骨造1階（1戸）、軽量鉄骨造2階（10戸）●建
築確認番号／第201913350号他 ●販売価格（税込）／ 4340万円〜 4810万円 ●その他費用／軟水器使用料（19・40・53・58・62号地）：入居後半年間無料（半年後解除可
能）、継続の場合は使用料4180円（税込）／月が必要となります ●完成年月／令和2年10月完成済（5戸）令和3年1月完成予定（3戸）令和3年2月完成予定（3戸）●入居予定／即入
居可（5戸）令和3年2月入居予定（3戸）令和3年３月入居予定（3戸）
【建築条件付宅地概要】●販売区画数／ 14区画 ●土地面積／ 200.93㎡（76号地）〜 212.87㎡（15号地）●私道負担／なし ●販売価格／ 1310万円〜 1980万円 ●最多販売
価格／1600万台（4区画）
［建築条件付宅地分譲とは］この土地は、土地売買契約締結後3カ月以内に、当
建設業許可番号・国土交通大臣許可
社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。
【問い合わせ】大和ハウス工業
（株）熊本支社
（特-27・28）第5279号、宅地建物取
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
引業者免許番号・国土交通大臣（15）第
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
245号
無利息で返却致します。詳細については、係員におたずねください。
［街並みガ
住所／第1事務所：熊本市東区尾ノ上1-9-20
（一社）
熊本県宅地建物取引業協会会員
イドライン］本物件では良好な「まちなみ」を形成するために「街並みガイドライ
営業時間／ 9:00 〜 18:00 定休日／火･水曜 （一社）九州不動産公正取引協議会加盟
ン」
が定められています。建築の際はガイドラインに沿って建築いただきます。

菊陽西小学校まで徒歩
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分譲住宅５戸︑即入居可！
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号地は
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乾燥機など嬉しい設備を

設けています︒

様︒家事を家族みんなで

シェアできるアイデアが
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詰まった住まいです︒リ
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事シェア動線は﹁なるほ
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ど！﹂と感心できますよ︒
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〝家事シェアハウス〟仕
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われます︒すでに完成し

上／モダン＆シックな62号
地外観 左／家族それぞれの
荷物を個別管理できる自分専
用カタヅケロッカー
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ている５戸の分譲住宅が

※新規来場・
アンケート回答
者対象
※ケーキの種類
は選べません

SECUREA Garden
セキュレアガーデン沖野・区画図

帖のＬＤＫを備えた平屋︒キッチン
前のカウンターは勉強コーナーに！
※家具は価格に含まれますが備品等は
含まれません ※令和２年２月撮影

【来場特典】
「トワ・グリュ」のパウンド
ケーキを1個プレゼント

※新規来場・アンケート
回答者対象
※1組1セット・
お渡しは後日

19号地

身支度しやすいクローゼット︑帰宅後す
ぐに手洗い・着替えができるファミリー
ユーティリティなど家事シェアハウスの
見どころが満載です ※家具は価格に含
まれますが備品等は含まれません
※令和２年８月撮影

西部ガスの実演コーナーが登場。ガ
スオーブンで焼き上げたマフィンを
プレゼント ※無くなり次第終了

来場の2日前までにWEB
サイトから申込み下さい

セキュレア
ガーデン沖野

62号地

【イベント】5日間開催
焼きたてマフィンを試食

【WEB予約特典】
クオカード2000円分
プレゼント

検索←

ダイワハウス
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ソフィアレディース
クリニック水道町
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水道町電停

屋
県営駐車場 ●

水道町
交差点

●

国民生活
金融公庫

大甲橋
白川

鶴

● 損保ジャパン

３号線

至市役所

ホテル日航熊本 肥後銀行
● びぷれす
●

メルパルク
熊本
P 専用駐車場

※当院横の専用駐車場
（6台）
、
提携駐車場
「パークシティ24ｈ」
をご利用ください
（駐車券は受付までお持ちください）

