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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。ぜひご
来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

今、百年住宅ではご来場ご家
族のお子様全員に人気のお
もちゃをプレゼント！ぜひご来
場ください。

人気のおもちゃ
プレゼント

パナソニックホームズりんくう
展示場は「強さと暮らしやすさ
体感フェア」開催中です。災害
時もずっと暮らせる安心をご
提供します。ご来場特典「安心
ブック」をプレゼント中。皆様
のご来場をお待ちしてます。

「強さと暮らしやすさ
体感フェア」開催中

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

ウッディなカフェスタイルの
インテリアで実際の生活が
想像しやすいリアルサイズ
（37坪）の「街なかモデル」が
長町にOPEN。宿泊体験も可
能。完全予約制。お問い合わ
せは0120-31-2631まで。

宿泊体験 長町街なか
モデルハウスにて

アヴィエスホームの特長は天
然素材を使った健康住宅で
す。9/1（日）～9/30（月）ま
で半期決算キャンペーンを
開催致しますので、モデルハ
ウスにご来場をお待ちしてお
ります。

空気環境を考えた家
『電気代20%カットできる裏技』

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

この度10/6（日）に秋保森林
スポーツ公園にて感謝祭を
開催致します。当日は芋煮や
焼きそば、わたあめ等の屋台
やくじ引きを準備しておりま
す。参加費は無料です。詳し
くはスタッフまで！

ヘリテージホーム
感謝祭開催

住友不動産から待望の新商品
BREATH NEXTが登場！5つ
の特徴をもつZEHを超える、
超省エネ・快適なハイグレード
住宅を限定特別価格にてご提
供致します。ぜひご来場の上ご
相談ください！

新商品!BREATH NEXT
キャンペーン

日頃の感謝を込めて、決算期
ならではの特典をご用意致し
ました。9/30（月）までにご成
約の先着40棟のお客様に
は、ハイム全商品「大感謝価
格」にてご提供致します。ぜ
ひご来場ください。

期末決算キャンペーン

いつ襲ってくるかわからない
地震、威力を増す台風、気を
付けていても貰い火で被る
火災…。大事な住まいと家族
を守るために、実験から得た
災害に強い一条工務店の家
づくりをぜひご覧ください。

自然災害に強い家

①安心の35年保証でメンテ
ナンスフリー ②耐火性、耐久
性、耐水性が高い ③町並み
に馴染む美しいデザインと高
級感

高級タイルフェア

□9/16（祝）構造現場見学会
開催（岩沼市・桜）□9/21（土）
～23（月）スウェーデンハウス
プロデュース賃貸住宅構造見
学会開催。詳細はモデルハウ
スまでお問合わせください。

建築現場
ご案内いたします

9/14（土）・15（日）・16（祝）は
毎年恒例の見学会です。お近
くの会場と見どころ、来場特
典、イベント内容などはホー
ムページをご覧ください。ご
来場をお待ちしております。

秋のカナダ輸入住宅
全国一斉見学会

ご来場頂きましたお客様にト
ミカをプレゼントしておりま
す。住宅展示場ジアスにお越
しいただいた際は、ぜひ積水
ハウスシャーウッドへお立ち
よりください。

ご来場のお客様に
トミカプレゼント!!

9月末日でのご契約のお客様
に「太陽光発電システム」プ
レゼント!!（先着10組様）その
他モデルハウスへの来場特
典や豪華景品が当たるくじ引
き大会も開催中！

決算！ウンノハウス
大還元祭

名取市上余田にて9/14（土）・
15（日）・16（祝）の三連休に
オーナー様の実邸がご見学い
ただける「完成宅見学会」を
開催いたします！こだわりの
建物が見学いただける貴重
な機会です！

完成宅見学会を
開催します！

一条の超ロングセラー商品
の「SAISON」の精神を引き
継ぎながら、これまでと全く
異なる表情を創り上げた新
商品の「グラン・セゾン」。ワン
ランク上の暮らしを特別価格
にてご提案致します。

グラン・セゾン
先行販売キャンペーン

完全外断熱だからこそ造るこ
とができる「地下室」。更に「屋
根裏部屋」も充実。雰囲気のあ
る異空間をぜひご覧になって
ください。何故造れるのか？そ
の仕組は…モデルハウスで分
かりやすくご説明いたします。

『外断熱が家族を守る』
本プレゼント!!

先着30棟限定!下記の特別
仕様でお建てします！①日本
初！木質梁勝ちラーメン構造。
「ビッグフレーム構法」②北海
道断熱仕様。ご成約特典とし
て厳選アイテムを特別価格
でご提供！

上期
決算キャンペーン

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。

空調革命「Z空調」

近年人気がある平屋、ご要望
をお伺いしながら実現場を参
考にご相談承ります。気にな
る増税後の住宅取得につい
て、利用できる優遇制度もご
案内しています。モデルハウ
スでお待ちしております！

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

モデルハウスにて住まいづく
りに役立つ積水ハウスの無
料メール配信サービスにご
登録いただいたお客様には、
ステラおばさんのクッキーま
たはトミカをプレゼント致しま
す。

新規来場プレゼント

至福の逸品　
五目炊き込みご飯の素

折りたたみ
サ－クルクッション

［主催］河北新報社・仙台放送/［協力］西松建設・名取市/［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!

ジアス
りんくう展示場www.rinkuu.jp

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

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20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。

ジアス専用ナビMAP
スマートホン、タ
ブレットで右記の
QRコードを読み
込むとジアスま
での経路を自動
表示します。

ミニミニキャラクターフードコンテナ２個ミニミニキャラクターバスタオル

ミニミニキャラクタートートバッグ

ブロック分け
スタンプラリー！

※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。

選べる アンケートプレゼント

新鮮朝市
「ジアスの日」恒例、
新鮮朝市を同時開催します。ジアスの日14 土 15 日

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。

は
２４のモデルハウスの
最新情報が満載です！

人　数 先着2０名様

ホテル仕様の安眠枕

この秋、ジアスで楽しみながら、
ゆっくりマイホームを
考えてみませんか？

9/14 土 15 日 16 祝
時　間 11：00～16:00
場　所 センターハウス

あひるのレース！
一番になるアヒルを
予想して景品をＧＥＴ！！

スマ
ート
ライフ コンシェルジュ

人　数 各日先着3０組様

出来たて
ポップコーン
プレゼント

最新ガスコンロ調理実演
どらやき焼印体験

仙南ガス株式会社 仙台市ガス局

15
日

15
日

15
日

名称：(株)ドギーエンタープライズ／事業所：(株)ドギーエン
タープライズ／小山市稲葉郷64-1 ／展示／栃木県動愛
セ10展第002号／登録2015年4月28日／期限2020
年4月27日／動物取扱責任者　菅野勉

ＪＡみやぎ仙南
住宅ローン
相談会開催

時　間 11：00～15:00場　所 センターハウス

当日アンケートにお答えいただ
けた方に素敵な景品をプレゼ
ント！さらに、住宅ローンの相談
をいただいた方には「蔵王産 
梨」をプレゼント（先着15組）！！

©ちょリス

※写真はイメージです。


