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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!

［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。

ジアス
りんくう展示場www.rinkuu.jp

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。

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。
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ジアス専用ナビMAP

フルーツケーキ あごだしつゆの
生そば3食組

五目炊き込み
ご飯の素A CB

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、お好きな景品を1点プレゼント。

2/29（土）まで

16：00～20：00

ジアス・ウィンター
イルミネーション
開催中!

Protect
from 

Allergens

一流ハウスメーカーのアレルギー対策で皆さまの体をまもります。

積水ハウスの空気環境配慮仕様「エ
アキス」は、室内空気に対し、一番影
響を受けやすい子供を基準としてホ
ルムアルデヒドなど5つの化学物質
の室内濃度を国の指針値の1/2以
下に低減します。

空気環境配慮仕様
「エアキス」

積水ハウス イズ・ロイエ

「熱交換型24時間フロアセントラル
換気システム」標準採用。花粉対応
の外気フィルターやPM2.5に対応し
たフィルターを用意。ご希望に合わせ
て快適で健康的な暮らしをサポート。
詳しくはモデルハウスへ。

快適で健康的な暮らしのために東北ミサワホーム

花粉症対策に24時間換気システム
「ココチE」。ホルムアルデヒドが含ま
れない「アクアフォーム」が特徴。Z空
調を搭載することで窓を開けずとも
快適に生活ができ温度差による寒暖
差アレルギーの心配もありません。

24時間換気システム
「ココチE」

桧家住宅

GLホームは『調湿天井』を採用するこ
とで“優れた調湿性能”により、部屋の
空気を清浄します。◎湿度を賢くコン
トロールして一年中快適◎カビやダ
ニの発生を抑制◎有害物質を吸収・
分解しお部屋の空気はいつもきれい。

深呼吸したくなるほど
空気のきれいな家

ＬＩＸＩＬ住宅研究所 ＧＬホーム仙台店

七ツ森の木＋外断熱＆二重通気、薬
剤を使わない防蟻工法。梅雨でも湿
度50%台「リフレ3」＋SC-SV計画換
気採用、全棟気密検査＋空気測定に
よる空気のきれいなZAH（ゼロアレ
ルギーハウス）を目指しています。

空気のきれいなZAH大東住宅

積水ハウスの空気環境配慮仕様「エ
アキス」は、室内空気に対し、一番影
響を受けやすい子供を基準としてホ
ルムアルデヒドなど5つの化学物質
の室内濃度を国の指針値の1/2以
下に低減します。

空気環境配慮仕様
「エアキス」

積水ハウス シャーウッド

高い気密性と断熱性を有するセルコ
ホームのカナダ輸入住宅は。材料も
吟味しセントラル換気システムで花
粉をはじめとするアレルギー物質の
活動を抑制します。健やかに暮らせ
る家をご体感ください。

輸入住宅の
セントラル換気システム

セルコホーム

これからが辛い花粉やPM2.5などの
有害物質を97%以上キャッチする、
健康快適換気システム「ピュア24セ
ントラル」を標準装備！汚れた空気の
侵入を抑え、家中きれいな空気を供
給し家族の健康を守ります。

汚れた空気の侵入を抑え、
家中きれいな空気

トヨタホーム

「高性能全熱交換型換気システム」
を標準採用。ダクトレスタイプのた
め、メンテナンスや結露も安心！計画
的な換気と機密性の高さによりダニ
やカビの発生を抑え、健康的な住宅
をご提案！詳しくはスタッフまで。

ダクトレスタイプの
換気システム

ウンノハウス

世界に先駆けて換気システムを義務
化した環境先進国スウェーデン。欧
州では人に害のある素材やリサイク
ル不可能な素材は使われません。天
然木の香りに包まれた空間をぜひ、
体感ください。

環境先進国の人を守る空間。スウェーデンハウス

シックハウス症候群の原因となるホル
ムアルデヒド放散等級、最高等級。全館
空調システムで花粉やダニはもちろん、
PM2.5などの微小粒子を除去。無垢床
などの自然素材をふんだんに使った空
気環境の良い家をぜひご体感ください。

空気環境の良い家 住友林業

熱交換換気システム「ロスガード
90」は、換気する際に、花粉や有害物
質を99%カットして常にきれいな空
気を循環させております。その為花
粉症やハウスダスト等でお悩みの方
も快適生活が可能になります。

花粉や有害物質を
99%カット！

一条工務店宮城

檜の天然成分、ヒノキチオール、フィ
トンチッドは抗菌、防カビ、ダニを寄せ
つけません。ハウスダストの原因とな
るダニの行動を抑制できますので、
檜のリラクゼーション効果をご体感く
ださい。

檜成分で抑制 日本ハウス ホールディングス

セキスイハイムの家は、完成後に建
物の性能を測定してからのお引渡し
となる為、安心を数値で確認頂けま
す。気密性能やホルムアルデヒド濃
度等、目に見えない性能を測定して
ご報告しています。

性能を測定してから
お引き渡しだから安心

セキスイハイム東北

空気がキレイ！温度、湿度が一定に保
てる！これらのことを省エネルギーで
実現できる家です。アレルギーの最
大の原因となるダニ、カビ、花粉等の
ハウスダストもシャットアウト出来ま
す。ぜひ体感ください。

ハウスダストをシャットアウト一条工務店仙台

住友不動産の新商品BREATH 
NEXTにはダニ・カビ・アレルギーの
発生を抑制するPM2.5対応の全熱
交換型24時間換気システム「J・AIR
NEXT」が装備されております。ぜひ
ご相談ください。

アレルギーに強い家住友不動産

三井ホームの家は、健康空気システ
ム「スマートブリーズ」搭載。24時間
365日空気を管理し花粉、ホコリ、有
害物質をカット。三井ホームの「空気
品質」をモデルハウスでぜひご体感
ください!!

健康空調システム
スマートブリーズ

三井ホーム

花粉、PM2.5対応の第1種換気シス
テムを壁内排気で採用。ホルムアル
デヒドを吸着分解する石膏ボード、内
装に塗壁を採用し、構造躯体にホウ
酸を吹き付けカビを抑制。「よい空
気」をテーマに家造りをしています。

「良い空気」をテーマに
家造り

スモリ工業

発泡ウレタンの断熱性により結露を
限りなくゼロに。それによって結露か
ら発生するアレルギーの原因である
カビ、ダニを防止します。

結露を防いで
アレルギーの原因を防止

百年住宅

私達は化学系建材を使用しない施工を基本
としています。壁に使用する漆喰の糊には海
藻由来の成分を使っています。国産無垢材
で家を建てる私達はその接着にも接着剤の
使用を最小限に抑え住む人の住心地と安全
性、環境に配慮した施工を行っています。

化学建材を使用しない
住む人に配慮した施工

四季工房

花粉症、アトピー、喘息が『和らぐ家』。
天然素材の無垢材を内装材として使
用しています。花粉症、アトピー等で
お悩みのお客様向けに体感ルームを
準備してりますので、ぜひご体感くだ
さい。

ご来場の方へアレルギー予防
3点セットプレゼント

アヴィエスホーム

大和ハウスの空気浄化efは天井埋
込型換気機能付空気清浄機です。
「HEPAフィルター」「ナノイー」「換
気」のトリプル浄化で菌・カビ菌・花
粉を抑制しニオイを脱臭、うるおい美
肌空間をご提案いたします。

空気浄化ef大和ハウス工業

世界基準のVOC対策。エコナビ換気
システム「HEPA＋（プラス）」でPM
0.5まで外気をしっかり浄化します。

世界初住宅向け
「グリーンガード認証」取得

パナソニック ホームズ

ホルムアルデヒドやVOCを発生させ
ない様に無垢の床材を使用し接着剤
を使わずに施工しています。また壁
を漆喰で施工する事で室内が高いア
ルカリ性を持続し、大幅にカビの発
生を防ぐ効果が高まります。

アレルギーやシックハウスの事
教えます

ヘリテージホーム

綿１００％で肌に優しい
今治ハンドタオルと入浴剤セット

革に模様を切り込み
刻印を打つことで
凹凸を出して
革の素材に
彫刻を施します。
人数 各日先着２０名様

2/15 土 16 日
時　間 11：00～16:00
場　所 センターハウス

花粉の時期は鼻に優しいローションティシュー肌うるる

アンケートプレゼント

知って納得！
ガスのイイトコ相談会

最新
ガスコンロ
調理実演

温水暖房実演中
省エネガス機器展示

2/
16
日

レザーカービング ストラップ 手作り教室

一流ハウスメーカーのアレルギー対策で皆さまの体をまもります。

ジアスは様々なアレルゲンからご家族を守る家づくりを提案します。


