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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

［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！

GO!GO!TheEarth!

時間 11：00～16：00場所 センターハウス人数 各日先着6０組様

東北最大 全24棟最新の
モデルハウスが勢揃い！ 

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」

トヨタホーム

12/8（土）に名取市上余田のモデルハウスが
OPEN！奥様に嬉しい♪家事ラク動線が確保
された3LDK＋スマート和室の建物です。見学
をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせく
ださい。！

名取市上余田モデルハウスオープン

ウンノハウス

家中どこにいても暖かい床暖房システムが体
感できるモデルハウスです。健康・快適生活を
ご体感下さいませ。資金計画、土地のお探しな
ど、なんでもご相談ください。皆様のご来場お
待ちしております。

あったか床暖房体感開催中

積水ハウス シャーウッド

利府の建売住宅、明石台の東北初となる
ZEH建売住宅が大好評公開中です。一度に
10棟近くの現場を見学できる良い機会で
す。詳しくは展示場スタッフまでお問い合わ
せください。

東北初!!　ZEH建売住宅販売開始!!

セルコホーム

亘理郡亘理町、太白区西中田など建売住宅や
分譲地の新着情報をご用意しています。展示場
で温かいお飲物を召し上がりながら情報チェッ
クしませんか。お気軽にご来場ください♪

建売住宅＆分譲地のご案内

スウェーデンハウス

12/16（日）モデルハウスにて設計相談会を開
催致します。真冬でも結露や足元の冷えがな
いスウェーデンハウスで建替・住替をぜひご検
討ください。

建替・住替応援フェア

東北ミサワホーム

東北ミサワホームでは、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。

ミッフィーグッズプレゼント

ＬＩＸＩＬ住宅研究所 ＧＬホーム仙台店

真っ白な雪の中で温かな照明は、洋風デザイン
をより美しく彩ります。GLホームでは洋風和風
問わず、お客様の理想の住まいを実現いたしま
す。ご家族で暖かな暮らしをしてみませんか。

Winter American Life Faire

住友林業

12/8（土）・9（日）は建築中の構造現場をご見
学いただけます。住友林業の耐震性や耐火性、
断熱性など、その性能の高さをお客様の目で
実感していただけます。詳しくは展示場スタッ
フまでお問い合わせ下さい。

構造現場見学会

大東住宅

基礎から屋根まですっぽりと覆う、完全なる『外
断熱』と標準使用『トリプル樹脂サッシ』！寒さ厳し
い宮城の冬をほっこり快適にします。床暖房なし
でもぬくぬくした暖かさに包まれます。その仕組
は…？モデルハウスで解りやすくご説明します！

『外断熱が家を守る』本プレゼント！

百年住宅

お住まいの場所によって、様々な特典がありま
す。詳細は展示場スタッフまでお気軽にお尋ね
ください。

モニターキャンペーン開催中

四季工房

四季を通じて快適なエアパス工法と自然素材
の家です。エアパス工法の自然な暖かさと薪
ストーブのある豊かな暮らしを体感しにぜひご
来場ください。

自然素材とエアパス工法が生み出す、極上の住み心地

スモリ工業

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

パナソニック ホームズ

パナソニックホームズでは大きな自然災害か
ら大切な家族と暮らしを守り、万一の時も安
全、安心な住まいをご提案いたします。ぜひ展
示場で強さと暮らしやすさの秘訣を体感しに
お越しください。

強さと暮らしやすさ体感フェア

大和ハウス工業

名取エリアの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。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

アヴィエスホームの特徴は、天日干ししたモミ
の木を使用していることです。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
心地良さを満喫できます。健康に関心のある
方は一度見学してみてください。

健康グッズ、洗剤セットプレゼント

三井ホーム

間取り・土地に関する不安点や疑問点を三井
ホームの一級建築士が「無料」で解決します！詳
しくはモデルハウスの営業担当までお問い合
わせください！

無料設計相談会開催!!

桧家住宅

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「Z空調」好評販
売中。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

日本ハウス ホールディングス

12月ご成約のお客様に外壁フルタイルを価格
据え置きにてグレードアップ。メンテナンスフ
リーの高級タイルをこの機会に。

グレードアップキャンペーン

積水ハウス イズ・ロイエ

12月毎週土日に「不動産販売会」を開催致しま
す。積水ハウスの無料メール配信サービスにご
登録いただいたお客様には、500円分のQUO
カードをプレゼント致します。

QUOカードプレゼント

一条工務店仙台

日頃の感謝を込めまして、一条工務店では只
今スペシャルキャンペーンを行っています！お
得な今の時期、お家づくりを考えてみてはいか
がでしょうか。皆様のご来場心よりお待ちして
おります。

お得なキャンペーン実施中！

セキスイハイム東北

12/24日(月・振休)までの土日祝にセキスイ
ハイムの分譲住宅をご見学頂いたお客様に
「ケンタッキーカード2,000円分」をプレゼント
致します。

X'mas分譲フェア

住友不動産

12月末までの特別価格！36坪2,380万円（税
別）!床暖房、敷地調査料、設計料を含み、解体
費用も一部当社負担のキャンペーンを5棟限
定で実施致します。ぜひモデルハウスにてご相
談ください!!

建替えキャンペーン

ヘリテージホーム

クリスマスまでにご来場いただきましたお子様
限定でとてもかわいいスノーマンキャンドルを
作ってもらえます。もちろん作った作品はお持
ち帰りできます。

スノーマンキャンドルを作ろう！

●住宅
大発見
戸建てを買うなら、消費税増税の経過措置が

適用される3月迄がチャンス!
12月

9
日

8
土 ジアスの日同時

開催

ジアスで
理想の

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

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）

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

※注文住宅は2019年3月31日までの契約であれば、引渡しが増税後の2019年10月1日以降でも消費税率8％が適用されます。

WEB限定プレゼント
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。
※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。

スマートライフ講座ジアスのプレゼント

パンケーキ
ツリー＆
試食会

東北最大 全24棟最新の
モデルハウスが勢揃い！ 

アンケート
プレゼント
サンタクロース
ボックスティッシュ
４０Ｗ ２個

「品」と「質」を兼ね
備えた逸品です。

プレミアム
ブランケット
１００×１５０ｃｍ

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。

駄菓子
8種パック

講師

大きさの違うパンケーキを
生クリーム、フルーツと
順に重ねて作る
クリスマスツリーを
イメージしたケーキです。

ベジタブル＆
フルーツアドバイザー
加藤美由紀

出た目で
サンタペーパー
プレゼント

出た目で
サンタペーパー
プレゼント

パンケーキ
ツリー＆
試食会

サイコロを振って
出た目の数だけ
プレゼント


