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なとり りんくうタウン総合住宅展示場 

仙南ガス株式会社　仙台市ガス局

温水暖房実演中
省エネガス
機器展示

PRESENT 全てのイベント、プレゼントはセンターハウスのアンケートにお答えいただいた方が対象です。ご来場者様プレゼント ジアスの情報やアクセスはホームページまたはFacebookでチェック！
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暑い夏こそ、空調革命「Z空調」

桧家住宅

夏のAmerican Life

ＬＩＸＩＬ住宅研究所 ＧＬホーム仙台店

夏の住まいなんでも相談会

東北ミサワホーム

自然素材とエアパス工法が生み出す極上の住み心地

四季工房

新築１棟1,000万円キャンペーン

百年住宅 パナソニック ホームズ

パナソニック創業100周年暮らしの感謝祭

本物のオールインワンプライス

スモリ工業

お住まい体感バスツアー

三井ホーム

猛暑対策キャンペーン

住友不動産

仙南地区分譲地相談会

大和ハウス工業

サマーキャンペーン開催中

アヴィエスホーム

外断熱の参考書『外断熱が家族を守る』プレゼント！！

大東住宅

おひさまハイムキャンペーン

セキスイハイム東北

一条の「さらぽか空調」で家が避暑地に！？

一条工務店仙台

トミカプレゼント！

積水ハウス イズ・ロイエ

夏休み限定・木工体験

日本ハウス ホールディングス スウェーデンハウス

発見！スウェーデンフェア開催 セルコホーム建売分譲住宅商談会

セルコホーム

夏の不動産フェア開催いたします

積水ハウス シャーウッド

夏に涼しい家

ウンノハウス

住マイルスタンプラリー開催中！

トヨタホーム

全館さらぽか空調

一条工務店宮城

岩沼条件付分譲地好評販売中

住友林業

東北最大 全24棟最新のモデルハウスが勢ぞろい！ 
一流ハウスメーカー 24棟の最新の情報や旬の話題をジアスで知ることができる特別な3日間です。

時間 11：00～17:00場所 センターハウス人数 各日先着３０人様

時間 11：00～17:00場所 北ブロック人数 各日先着5０人様
時間 11：00～17:00場所 センターハウス人数 各日先着5０人様
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ラッキーナンバー

?
モデルハウスの中にラッキー
ナンバーがひとつ隠されてい
ます。3つのラッキーナンバー
を見つけた方には素敵な賞
品を差し上げます。

※都合により景品が変わる場合があります、ご了承ください。景品が無くなり次第終了。

バネトーネ
パンケーキ1個

名物ラーメンが
楽しめる３食入り

カ－ボックス
お菓子

A B C

時間 11：00～17:00場所 センターハウス人数 各日先着３０組様

モデルハウスを見学して
ラッキーナンバーを見つけよう！

（札幌・喜多方・博多）

撮って♪投稿して♪♪マグカップをゲット♪♪♪

ヘリテージホーム

金魚すくい

ジアスの夏祭りワクワク
サマーグッズ
釣り大会!!

ワクワク
おもちゃ
釣り大会

小学生以下のお子様

小学生以下のお子様

金魚すくい

ジアスの日

ポップコーンプレゼントポップコーンプレゼント

新鮮朝市
「ジアスの日」恒例、新鮮朝市を同時開催します。

時間 11：00～16:00

WEB限定プレゼント アンケートプレゼント
キッチンレジ袋ストッカー
サッと取り出せて
キッチンすっきり。
たまりがちなレジ袋の収納に。

WEBのトップ画面にある「引き換え券」を印刷して
ご持参ください。センターハウス受付で「アンケート」に
お答えいただくと、もれなく右の景品をプレゼントします。

ポップコーンメーカー
夏休み家族で屋外に
出かける際にも、簡単にできる
大人も子供も喜ぶ
ポップコーンメーカーです。

※一家族1回とさせていただきます。※先着100組様とさせていただきます。景品がなくなり次第終了となります。※Facebookの画面に「引き換え券」はありませんのでご注意ください。
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※写真はイメージです。実物とは異なります。

小学生以下のお子様

時間 11：00～17:00
場所 センターハウス
人数 各日先着30名様

週末はジアスで
家づくりと
夏を満喫!

アンケートにお答えいただいた方皆様に、ミッ
フィーちゃんグッズを差し上げております。土地情
報のご提供、プラン相談、資金計画等なんでもお受
けいたしますのでお気軽にお越しくださいませ。

部屋間に温度差がないからどこにいても快適。
TVCMでお馴染みの「家中心地よい、しかも経済
的」。相反する価値を両立した新時代冷暖システム
「Z空調」。今なら全棟無料搭載キャンペーン実施中。

厳選した自然素材と自社一貫生産の国産材だけで
つくり上げる家。そして夏冬衣替えをするエアパス
工法がエアコンの使用を抑え、爽やかな空気感を
つくります。ぜひ展示場でお確かめください。

百年住宅では、抽選で「新築1棟1,000万円キャン
ペーン」を開催中！全43プランの中からお選びいた
だけるまたとないキャンペーンです。8月19日（日）
の締切まであと少し！お申込みお急ぎください！！

パナソニック創業100周年、パナソニックホームズ
の創業55周年を記念として「暮らしの感謝祭」開催
中！生涯のお付き合いにふさわしい、建ててからの
住まいと暮らしのことを考えた独自の多彩な特典を
ご用意しております。ぜひ展示場でご覧ください。

外壁は本物のレンガタイル、屋根は陶器瓦、室内は
塗壁が標準です。更に太陽光発電、全館冷暖房空調
システムが標準になり、付帯工事込み、本物のオー
ルインワンプライスでご提供致します。

モデルハウスではイメージが湧かない、と思われ
たことはありませんか？8月18日（土）お住まい体
感バスツアーを開催いたします。展示場ではわか
らないリアルな三井ホームをご体感くださいませ。

35坪1,980万円（税抜）でご提供！先着10棟、8月
末までにご契約の方限定！断熱サッシと遮熱屋根
材・ハイグレードな住宅設備が標準仕様であなたの
お家に！ぜひ当社モデルハウスにてご相談ください！

仙台市太白区・名取市・岩沼市などの仙南エリアで土
地情報をお探しのお客様へ、ご興味を持って頂ける物
件をご準備しております。仙南エリア以外の土地情報
も取り揃えておりますので、お気軽にご相談ください。

「ソーラーサーキットの家」は夏こそ家の性能を発揮！
床下～壁の中～小屋裏まで通気させることによって熱
気や湿気をため込みません。更に家の長寿命化にも
貢献します。詳しくはモデルハウスでご確認ください。

夏の猛暑で寝苦しいこの頃、涼しく快適に暮らしたいと
思いますよね。暑さを我慢しなくても良い快適空間と、電
気を自給自足できる家「おひさまハイム」が夏のお悩み
を全て解消します。性能をぜひ展示場でご体感ください！

一条の「さらぽか空調」なら外気を冷やしながら除湿。
同じ２７℃でもさらっと快適！さらに床冷房パイプに水
を通し外から帰ってきた瞬間、快適と感じる爽やかな
住空間を作ります！詳しくは展示場へ!

ご来場のお客様にトミカをプレゼントいたします！ま
た、8月11日（土）～8月19日（日）まで【不動産フェ
ア】を開催しています。土地をお探しの方必見のイベ
ントです。お気軽にご来場くださいませ！

夏休み期間限定で、檜の貯金箱の木工体験を展
示場内で実施しております。この機会にご体験
ください。

スウェーデンハウス関係のイベントに参加頂いたお
客様へ北欧ブランドmozのガラスタンブラープレ
ゼント！26日はハーバリウム体験会を開催！（先着
10名様）詳細は展示場まで。

亘理郡亘理町にまもなく完成する建売分譲住宅を
はじめ、仙台市や大崎市など物件多数。ご来場のう
え、建売住宅の資金相談をいただくとメイプルシ
ロップ・メイプルクッキーをプレゼント中！

8月11（土）～8月１９日（日）まで【夏の不動産フェア】
を開催いたします。宮城県内の情報を約300件ほど公
開予定です。土地探しは住まいづくりの第一歩です。こ
の機会にぜひシャーウッド名取店にお越しください。

冬に温かい家はもう当たり前！今の時期だからこそ
聞きたい「夏に涼しい家」の作り方講座開催♪ご来
場のお客様にはもれなく豪華景品プレゼント！

現在展示場・モデルハウス・分譲地を合計3箇所ご
見学いただいたお客様には、ご成約時に税込30万
円の家具チケットを進呈いたします。この機会にぜ
ひ住マイルスタンプラリーにご参加くださいませ。

一条工務店の代名詞でもある「全館床暖房」のパイ
プに冷水を流し、「全館床冷房」を実現致しました。外
から帰ってきた瞬間、快適と感じる住空間をつくりま
す。詳しくはぜひ展示場にてご確認ください。

「岩沼里の杜3丁目」建築条件付宅地が大好評販売
中です！展示場へお越しのお客様には、お盆キャン
ペーンにつき、ご来場特典がございます。

モデルハウス前に設置されたフォトブースでパ
シャリ！お気に入りの一枚をインスタ♯ヘリテージ
ホームに投稿して頂いた方にオリジナルマグカッ
プをプレゼントしちゃいます！

GLホームの住まいは、冬暖かく、夏は涼しく過ご
せます。ぜひご休憩にGLホームの夏の快適さを体
感しにいらしてください。こだわりのアイスコー
ヒーを準備してお待ちしております。

アヴィエスホームの特徴は天日干ししたモミの木
を使っており、木の成分が生きていることです。身
体にやさしい健康住宅です。ご来場頂いたお客様
にはもれなくキッチングッズプレゼント。


