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なとり りんくうタウン総合住宅展示場

ジアス
検索りんくう展示場www.rinkuu.jp

なとり りんくうタウン総合住宅展示場

www.rinkuu.jp

野菜ソムリエ
加藤 美由紀講師

［主催］河北新報社・仙台放送／［協力］西松建設／［協賛］仙南ガス・仙台市ガス局・同和警備

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！
WEB限定プレゼント アンケート

プレゼントWEBのトップ画面にある「引き換え券」を紙に印刷して
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、右の景品をプレゼントします。

ハロウィーンミニ
ティシューボックス
3個プレゼント

スープジャー
オフィスでもアウトドアでも
あったかスープランチ。暖
色カラーで、心もＨＯＴに。

GO!GO!TheEarth!

※一家族1回とさせていただきます。※先着30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。

時間 11：00～16：00場所 センターハウス人数 各日先着2０組様

東北最大 全24棟最新の
モデルハウスが勢揃い！ 
東北最大 全24棟最新の
モデルハウスが勢揃い！ 

スマ
ート
ライフ コンシェルジュ

スマ
ート
ライフ コンシェルジュ

スウェーデンハウス セルコホーム 積水ハウス シャーウッド ウンノハウス トヨタホーム 一条工務店宮城

高気密高断熱住宅の価値を最大限活かせる
「全館床暖房」をご提案。生活空間のほぼ
100%に設置されておりますので家中が陽だ
まりの暖かさでお過ごしいただけます。展示場
にてご体感ください。

陽だまりの暖かさ「全館床暖房」
家計にも地球にも優しいスマートハウス。家族
が快適に暮らせるスマートアイテム（全館冷暖
房システム、太陽光発電システム、HEMS）を特
別価格でご提供！詳しくはトヨタホームまでお
問い合わせください！

スマートハウス応援キャンペーン
建替えやお持ちの土地に建てる方には配置、
給排水等の相談や費用調査・プラン提案を致
します。又現在検討中の土地がある方にも同
様に費用調査致します。ご来場の方には空クジ
なし・家庭に嬉しいグッズをプレゼント！

敷地調査無料
メールアドレス会員クラブ「SWクラブ」に登録
頂いた方全員に500円分のクオカードプレゼ
ント。会員の方しか閲覧できない特別サイトも
大好評です。登録お待ちしております。

SWクラブ
コーヒーを飲みながらセルコホームの分譲地・
建売住宅の資料をご覧になりませんか。名取
モデルハウスへご家族お揃いでぜひご来場く
ださい。

分譲地・建売住宅のご案内
モデルハウスにてアンケートご記入頂いた方
へ「リサ・ラーソン」グッズプレゼント！数に限り
がありますので無くなり次第終了となります。

発見！スウェーデンフェア

大東住宅 住友林業 ＬＩＸＩＬ住宅研究所 ＧＬホーム仙台店 東北ミサワホーム

アンケートにお答えいただいた方の皆様に、も
れなくミッフィーグッズを差し上げております。
資金計画や土地探しプランニングなど、なんで
もご相談ください。

ミッフィーグッズプレゼント
ハロウィーンランプを作るワークショップや、そ
の他お子様が楽しめるプチイベントもござい
ます。スパニッシュでしか感じられない、秋の趣
を大切な家族と共に体験してみませんか。

秋のアメリカンライフフェア
10月13日（土）14日（日）日本初の木質梁勝ち
ラーメン構造「ビッグフレーム構法」の現場見
学会を開催致します。強さ、自由度の高さをぜ
ひご体感ください。詳しくは展示場までお問い
合わせください。

構造現場見学会
住み心地にこだわったソーラーサーキットの家。
暑さ・寒さ・湿気・音など、さまざまなストレスを
軽減し快適な暮らしを実現します。季節に合わせ
て衣替えできる住まい。人と住まいの健康を永く
守ることを目指した家です。ぜひご見学ください。

『外断熱が家族を守る』本プレゼント！！

四季工房 百年住宅 パナソニック ホームズ スモリ工業

10月から新築1棟1,000万円キャンペーンを
開催しております。全43プランの中から抽選
で1棟1,000万円でお譲りします。ぜひお申込
みください。

新築１棟1,000万円キャンペーン
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。そして四季を通じて快適
なエアパス工法が清々しい空気感をつくりま
す。ぜひ、展示場でお確かめください。

自然素材とエアパス工法が生み出す極上の住み心地
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。

本物のオールインワンプライス
りんくう展示場ではあなた様の住まいづくりを
応援する多彩なメニューをご用意しておりま
す。鉄骨構造の強さはもちろん家事をラクに、
暮らしをもっと楽しくするアイデアを体感いた
だけます。

強さと暮らしやすさ体感フェア

桧家住宅 三井ホーム アヴィエスホーム 大和ハウス工業

名取エリアの土地情報をお探しのお方へ、ご興
味を持って頂ける物件をご準備しております。
名取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。

名取エリア 分譲地キャンペーン
アヴィエスホームでは天日干ししたモミの木を
使用しています。そのため木の成分が生きて
おり、家にいるだけで森林浴をしているような
心地よさを満喫できます。宿泊棟もございます
ので一度体感してください。

空気環境を考えた健康住宅
毎週日曜日に無料で設計相談会を実施してお
ります。間取りで悩んでいる方、こだわった家に
されたい方など、なんでもお気軽にご相談くだ
さい。

無料設計相談会実施中
部屋間に温度差がないからどこに居ても快適。
TVCMでお馴染み「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
ン実施中です。

空調革命「Z空調」好評発売中

ヘリテージホーム 住友不動産 セキスイハイム東北 一条工務店仙台 積水ハウス イズ・ロイエ 日本ハウス ホールディングス

外壁フルタイル特別仕様または、あったか特別
仕様をお選びになれます。更に内装檜をふん
だんに使用し、環境にも優しいZEHが標準装
備となっております。

グレードアップ特別仕様フェア
ご来場のお子様にハロウィーンお菓子をプレ
ゼント致します。また今秋に積水ハウスの新し
い建売住宅が完成！ご期待下さい。皆さまのご
来場お待ちしております。

ハロウィーンお菓子プレゼント
肌寒さを感じる今日この頃、皆様いかがお過ご
しでしょうか？一条工務店の全館床暖房なら家
中が温かいので毎日早く家に帰りたくなること
間違い無しです！詳しくはぜひ展示場へご来場
ください。

冬に備えて全館床暖房
今秋よりラインナップを強化し、タイル外壁、蓄
電池で修繕費や光熱費を抑えた住宅をご提案
いたします。更に３つのコースで家づくりをサ
ポートしております。詳しくは展示場までお越
しください。

家づくり大応援キャンペーン
無料でプランをご提案！秋季にゆっくり『お家の
プラン』を検討したい方にオススメです。ご来
場のお客様にハロウィーングッズをその場で
プレゼント！ぜひ当社モデルハウスにお越しく
ださい！

♪住友不動産ハロウィーンパーティー♪開催
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！

撮って♪投稿して♪マグカップをゲット♪

●宅地
販売会
戸建てを買うなら、今がチャンス！
消費税が上がる３月迄に！

10月

14
日

13
土 ジアスの日同時

開催

秋の

ハロウィーン
魔女のほうき
手作り教室

小さなシダほうきで作る魔女のほうき。 
魔女の帽子やリボンを付けたり、お好み
でいろいろとアレンジできます。

時間 11：00～16：00場所 センターハウス人数 各日先着20名様 時間 11：00～17：00場所 センターハウス人数 各日先着3０組様

ハロウィーンにぴったり！デコレーション
カップケーキ。デコレーションを自由に
トッピングして盛りつけます!

ハロウィーン
かぼちゃの
おやつ試食会

ハロウィーン
魔女のほうき
手作り教室

ハロウィーン
かぼちゃの
おやつ試食会

至福の逸品
ふんわりお菓子

名物ラーメン
３食セット

A B C

（札幌・喜多方・博多）

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。

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！

※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。

（７袋入り）

ハロウィーン
コースター&
スプーン

新鮮朝市
「ジアスの日」恒例
新鮮朝市を同時開催! 時間 11：00～16：00


