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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

［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　〒981-1227　名取市杜せきのした一丁目1-1［電話］022-381-5368　［開場時間］10:00~18:00　［水曜定休］一部モデルハウスは、水曜日でも営業しています。

なとり りんくうタウン総合住宅展示場　東北最大24棟のモデルハウスが、皆さまのお越しをお待ちしております!
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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致します。
※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。

選べる アンケートプレゼント

時　間 11：00～16:00場　所 センターハウス

7/13 土 1514 日 月・祝

7/15 月・祝

ブロック分けスタンプラリー！
モデルハウスを２つのブロックに分けています。

各ブロックのスタンプを1個以上集めると、抽選でお好きな景品を1点プレゼント。

ミッキーランドの
アイスクリームプレゼント

ミニミニキャラクター
ヨーヨー釣り

出来たて
ポップコーンプレゼント

氷柱を溶かして
おもちゃをＧＥＴ！！

人　数 各日先着3０名様人　数 各日先着２０名様

人　数 各日先着3０名様人　数 各日先着２０名様

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あ
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。ぜひモデル
ハウス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

新築資金1,000万円を抽選
で1名様にプレゼント！！応募
締切は7/28（日）必着です。
詳しくはモデルルームでご案
内中！！今すぐご来場いただく
か、HPをご覧ください。

新築資金1,000万円
プレゼントキャンペーン

「災害時もずっと暮らせる安
心」な住まいをご提供してい
ます。さらに今なら太陽光発電
分を蓄えて家計にやさしく、災
害時も電気が使えて安心の暮
らしと蓄電システムを特別価
格でご提供いたします。

災害時も暮らせる安心を

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。価格は付帯工事費込み
の本物のオールインワンプラ
イスです。只今ソーラーシス
テムを特別価格でご提供。

ソーラー特別
キャンペーン実施中

リアルサイズの建物をご覧になってみませ
んか。当日のスケジュール●12:45受付開
始●集合場所：三井ホーム東北支店（仙台
市若林区新寺1-3-45Aプレミアム1F）●
13:00全館空調セミナー●13:30～バス出
発●14:00～お住まい現場・上棟現場見学
●16:30解散予定。詳しくは担当営業まで！

〔7/21（日）開催〕
お住まい体感バスツアー！！

アヴィエスホームの特長は天
然のムク材を内装材に使って
いる事と、特殊な塗り壁で
す。塗るだけで電気代20％
カットを実測できました。1度
モデルハウスにてご体感し
て頂きたいと思います。

『電気代20%カット』
健康エコ住宅

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用意して
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

カルトナージュとはヨーロッ
パの伝統工芸品で厚紙にか
たどった物に布を貼って美し
く仕上げる作品を表します。
イベント詳細、ご予約はヘリ
テージホーム仙台公式HPを
ご覧ください。

7/14（日）『カルトナージュ』
作りイベント開催！！

7/27（土）・28（日）の2日間、
夢メッセにて開催予定です。
実物構造躯体の展示、IoT紹
介体験コーナーなど、住友不
動産の『家造り』を詳しく紹
介。ご来場特典もございま
す。詳しくはモデルハウスへ！

『住まいるフェスタ in 宮城
夢メッセ西館ホールにて開催！』

宮城エリア先着30棟に太陽
光発電システムと蓄電池
8kwを搭載し、特別価格でご
提供いたします。また、名取・
岩沼等分譲地フェアも開催し
ております。ぜひモデルハウ
スへお越しください。

おひさまハイム
キャンペーン

全館床暖房が特長の１つであ
る一条工務店ですが、全館床
冷房があることをご存知でしょ
うか。このシステムで更に快適
に毎日さらさらお過ごしいただ
けます。モデルハウスにてその
理由をお話いたします。

全館床冷房でエアコンが
なくても快適!?

快適住宅新発売！！冷暖房が
標準仕様となっております。
セントラルヒーティング、各部
屋エアコン完備。選べる仕様
となります。

快適住宅キャンペーン

毎週金曜日、土曜日は夜7時
30分までモデルハウスを見学
いただけます。お仕事帰りなど
にぜひお立ち寄りください。

ナイター見学会開催中

新商品「カナディアンキャビ
ン」デビュー！21坪と24坪の
2タイプで本体価格1,200万
円～（税込）！人生をとことん
楽しくする、「コンパクト」とい
う選択。商談会へはお気軽に
ご来場ください。

「カナディアンキャビン」
発売商談会

7/13（土）・14（日）に県内12
会場にて住まいの参観日を
開催いたします。期間中モデ
ルハウスでアンケートをご記
入いただいたお客様には「ス
テラおばさんのクッキー」を
プレゼントいたします。

住まいの参観日

ご来場アンケート記入のお客
様にもれなく豪華景品プレゼ
ント。岩切単世帯モデルオー
プンに伴い記念キャンペーン
開催！

60周年記念プレゼント

7/14（日）15:30～モデルハ
ウスにて「住宅ローンの金利
タイプとリスク」について、ト
ヨタファイナンスの担当者が
ご説明いたします。詳細はモ
デルルームまでお問合せく
ださい。

「後悔しない住宅ローンの
選び方セミナー」開催！

夏のいやなムシムシやジメジ
メを解決。家のどこに行って
も“サラッと快適！”住宅メー
カー初「全館床冷房」！他では
体感することの出来ない心
地よさ、ご興味のある方はぜ
ひモデルハウスへ。

全館さらぽか空調

完全外断熱だからこそ造ることが
できる地下室…。落ち着いた雰囲
気の異空間をぜひご覧になってく
ださい。最小限のエアコン運転で、
爽やかな夏を実現します。外断熱の
家のしくみは…？モデルハウスでご
確認ください。『本』差し上げます。

『地下室のある家』で
ひんやり体感

7/13（土）・14（日）宮城野区
萩野町にて構造現場見学会
を開催いたします。日本で初
めて木質梁勝ちラーメン構
造で、開放的な空間造りが可
能となりました。ぜひご体験
ください。

構造現場見学会開催

TV-CM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」
好評発売中。

空調革命
「Z空調」好評発売中

ご成約で特典が付く、お得な
夏フェアを開催中です！また、
近年人気がある平屋。ご要望
をお伺いしながら実例物件の
間取り等を参考にご相談承り
ます。モデルハウスでお待ち
しております。

夏フェア＆
平屋相談会開催中！

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
お受けしますのでお気軽に
お越しください。

ミッフィーちゃんグッズ
プレゼント

7/13（土）・14（日）に県内12
会場にて住まいの参観日を開
催いたします。期間中モデルハ
ウスでアンケートをご記入い
ただいたお客様には「ステラお
ばさんのクッキー」をプレゼン
トいたします。

夏の住まいの参観日

アクアプレイランド水流を自分で作り船を動かすことが可能です。

２ℓペットボトル４本分の保温冷トートバッグ

※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。

簡単便利
ザクザクサラダメーカー 

至福の逸品
小豆島手延そうめん

ブロック分けスタンプラリー！
モデルハウスを２つのブロックに分けています。

各ブロックのスタンプを1個以上集めると、抽選でお好きな景品を1点プレゼント。

この夏は
家族で夢の住まいを

見つけよう!

ミッキーランドの
アイスクリームプレゼント

ミニミニキャラクター
ヨーヨー釣り

出来たて
ポップコーンプレゼント

氷柱を溶かして
おもちゃをＧＥＴ！！

この夏は
家族で夢の住まいを

見つけよう!

アクアプレイランド水流を自分で作り船を動かすことが可能です。7/15 月・祝

※写真はイメージです。
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