
今、モデルハウスが お買い得！住宅価格は今後も上昇傾向に…
完成している家はお得な要素がいっぱい！

　 宅価格の上昇は今後も続く傾向
本格的な値上げはこれからとも…！

木材価格の上昇いわゆる“ウッドショック”の影響、金属資材や住宅設備の
値上がりにより、住宅価格の上昇は今後も続くと予想されています。大手
メーカーからは「本格的な建築コストの高騰はこれから」という見方も。
しばらくは下落するとは考えにくいため、マイホームを検討中なら早めの
決断がカギとなります。

住
　 物＋土地＋外構すべて含んだトータル価格
割安価格で購入できる場合もあります

モデルハウスや建売住宅は建物や土地代、外構一式が含まれた価格で販
売されます。これ以上上がる事はないので、頭金やローンなどの予算が組
みやすくなります。またモデルハウスの場合は展示を兼ねているため、展
示終了後は割安価格で販売されるケースも！

建
　 ロナ禍で住まいのニーズに変化が！
一戸建ての人気が高まっています

コロナ禍による在宅時間の増加により、住まいに求めるニーズが変わっ
てきました。「個室が欲しい」「家族が集まれる広いリビング」「庭がほし
い」など広さを求める傾向が強まり、一戸建ての需要が伸びています。

コ 　 際の建物を見てから購入できる！
住み心地をイメージ、環境も確認

一から建てる住まいの場合、設計図では住み心地までイ
メージできませんが、モデルハウスや建売住宅ならじっくり
と見学ができます。部屋の広さや家事動線、日当たり、周辺
環境までを確かめたうえで納得して購入できます。
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南区田迎1-7-14
熊本県知事（9）第2783号
熊本県知事（特-3）第11021号

☎096（379）4676
松栄住宅　熊本 検索←

詳細は
HP→

〈
売
主
〉

■木材と鉄を合わせた構造で抜群の耐
　震強度、「テクノストラクチャー」
■平屋ならではの暮らしやすい動線
■小中学校が近くて通学も安心！

南区 銭塘町
土地+建物+外構

3,136万円〈税込〉

●土地68.13坪（225.25㎡）
●建物26.80坪（88.60㎡）

●南区銭塘町1758-
6 ●「荒木」バス停
徒歩1分 ●R3年
11月築 ●平屋建て
4LDK　●銭塘小・
天明中

パナソニック耐震住宅
MAP

見学は随時可能、地震に
とことん強い構造は要チェック！

土地+建物+外構

2,960万円〈税込〉

南区

■災害に強い安心のS×L構法
■キッチン収納・食器洗い乾燥機・浴室暖
房乾燥機・エアコン１台等の10大仕様
■今年７月迄の引渡で家電50万円分進呈

アクアドーム南

●土地67.28坪（222.43㎡）
●建物28.8坪（95.22㎡）

家具付きオール電化！

中央区水前寺6-50-20 熊本県知事（3）第4812号

☎096（223）5064
トチスマ 熊本 検索←

トチスマ・ショップ熊本中央店 ホームページ
で詳細公開中！

〈
売
主
〉

●熊本市南区浜口町
732-6付近 ●産交
バス「浜口」バス停
徒歩４分 ●R3年6
月築 ●２階建て３
SLDK 

MAP

内覧希望は電話から
問合せを

☎096（385）0110中央区帯山5-8-19
国土交通大臣（２）
第009099号 イワイホーム 検索←

見学予約
はこちら

〈
売
主
〉

■日用品や食品をストックできる
　広々パントリー＆便利な家事室
■オール電化、家具・エアコン1台付
■ゆめマートなど買い物施設も充実！

西区 城山下代1丁目
【2号地】土地+建物+外構

3,518万円〈税込〉

●土地56.89坪（118.07㎡）
●建物30.06坪（99.36㎡）

スッキリ片付く家事動線

●西区城山下代1丁
目 ●熊本電鉄バス
「稲荷入口」バス
停徒歩5分 ●R2
年6月築 ●2階建
3LDK ●駐車場3台

MAP

城山小まで徒歩約7分（約500m）
通学にも便利な立地！

南区流通団地1-42-1
国土交通大臣（3）第7709号
国土交通大臣（般-30）第22702号

10120・69・3771
タカスギ 検索←

〈
売
主
〉 WEB予約→

■150万円相当の家具・家電付き！
■1階・2階それぞれにランドリールーム
■リビング学習用のスタディーコーナー
■防火・防音・耐震性に優れた家

南区 富合町南田尻
【5号地】土地+建物+外構

3,347万円〈税込〉

●土地64.47坪（213.15㎡）
●建物33.56坪（110.95㎡）

●南区富合町南田尻
字北村174-6 ●産交
バス「南田尻」バス停
徒歩10分 ●R4年4月
築 ●2階建て4LDK 
●富合小・中校区

きれいめヴィンテージStyle
MAP

見学予約でQUOペイ2000円プレ
ゼント！ 予約は電話・WEBから

■展示家具・エアコン・LED照明・
　カーテン・55インチTVプレゼント
■対面キッチン、南面吹き抜けLDK
■オール電化・太陽光発電システム搭載

内田町
土地+建物+外構＋ウッドデッキ

2,780万円〈税込〉

●土地60.71坪（200.70㎡）
●建物23.79坪（78.66㎡）

●南区内田町 ●九
州産交バス「銭塘
校前」バス停徒歩
5分 ●R4年5月築 
●平屋3LDK●駐
車場2台

広々L字テラスの新築

MAP

光が差し込む勾配天井の明るいLDK

＜仲介＞新日本開発（株）
☎080（8584）6960【担当直通】
熊本県知事免許（１）第5343号

10120・976・460
平屋専門店　アカリエ 検索←

詳しい情報や
見学予約は→

南区

東区健軍1-27-1
熊本県知事（10）第2373号
熊本県知事許可（般-1）第11654号

10120・41・4012
愛住宅 検索←

WEB
予約→

〈
売
主
〉

■勾配天井で、開放的なリビング
■たっぷり収納で、室内すっきり
■無垢フロア・造作台所収納・パントリー・
　ウッドデッキ・リビングAC・家具付き

南区 オリーブタウン富合駅前
【9号棟】土地+建物+外構

3,180万円〈税込〉

●土地62.73坪（207.38㎡）
●建物27.38坪（90.52㎡）

駅前３分！ ゆったり平屋

●現地
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●南区富合町
志々水字大坪
106-6 ●JR
鹿児島本線「富
合」駅徒歩３分 
●R4年１月築

土地+建物＋外構

3,710万円〈税込〉

●土地62.67坪（207.2㎡）
●建物34.27坪（113.29㎡）

●南区城南町舞原字
西359-6 ●熊本バ
ス「火の君文化センタ
ー前」バス停徒歩5分
（約400m） ●H30
年6月築 ●4LDK

MAP

10120・110・275
一条工務店 検索←

随時ご案内可能です
お気軽にお問い合わせください

南区

■大容量太陽光発電（9.8kW）搭載
■既に94万円分の太陽光発電実績
■床暖房、オール電化、長期優良住宅
■大通りから1歩入った閑静な住宅街！

城南町舞原

WEBからの
予約はこちら→

太陽光・床暖房が充実

中央区水前寺公園28-10
（熊本分譲事務所）
国土交通大臣（6）第5369号

〈販売代理〉

【５号地】土地+建物＋外構

3,570万円〈税込〉

●土地62.21坪（205.67㎡）
●建物32.56坪（107.66㎡）

●南区富合町大町
字早高934-12 ●
産交バス「緑川橋」
バス停徒歩15分（約
1.2km） ●R1年12
月築 ●4LDK 

MAP

10120・110・275
一条工務店 検索←

随時ご案内可能です
お気軽にお問い合わせください

■大容量太陽光発電（10.92kW）搭載
■既に75万円分の太陽光発電実績
■床暖房、外壁タイル貼り、耐震等級3
■同分譲地にもう1件あり、見比べOK

南区 富合町大町

WEBからの
予約はこちら→

自然豊かでアクセス良好

中央区水前寺公園28-10
（熊本分譲事務所）
国土交通大臣（6）第5369号

〈販売代理〉

「ご予約いただければ、随時ご
案内いたします！」南区

東区佐土原1-3-15 熊本県知事（9）第2524号

☎096（331）2811 アイウッド 検索←

予約→

〈
売
主
〉

■家具・照明・カーテン・外構付きで
　即入居できます！
■交通や買い物、通学に便利な立地
■展示場だったからできる特別価格

富合町古閑
土地+建物+外構+家具・照明

2,680万円〈税込〉

●土地62.33坪（206.06㎡）
●建物26.05坪（86.12㎡）

●南区富合町古閑
（分譲地６号地） ●
JR鹿児島本線「富
合」駅徒歩7分 ●
R2年10月築・分譲
地内 ●2階3LDK

WEB予約・成約特典あり
MAP

シンプルリッチな平屋
予約制にて随時ご案内可能です
お気軽にお問い合わせください

■玄関から続くおしゃれな土間キッチン
■レトロな照明とアンティーク風の室内
■太陽光発電4.32kW搭載
■エアコン3台付き

御幸笛田3丁目
【15号地】土地+建物+外構

3,988万円〈税込〉

●土地60.99坪（201.62㎡）
●建物25.36坪（83.83㎡）

● 南 区 御 幸 笛 田
3-1229-18 ●熊本
バス「御幸病院前」
バス停徒歩4分 ●
R1年7月築 ●平屋
3LDK・ロフト付き

MAP

南区

10120・096・112
新産住拓 検索←

物件の
詳細はこちら→

〈
売
主
〉

南区近見8-9-85
熊本県知事（5）第4058号


