
当社子会社㈱サムシングは、住宅展示場「所沢、新座・朝霞
ハウジングステージ」で6月5日（日）、「大宮北ハウジングス
テージ」で6月11日（土）に開催される“家づくりの知恵袋、ハウ
ジングステージ家づくりフェア”で『住まいの地盤についての基
礎講座』を行います。

平成23年5月24日

サムシングホールディングス株式会社

■本件に関するお問い合わせ
サムシングホールディングス株式会社

（http://www.sthd.co.jp/）
０３－５５６６－５５５５（代表）

■記事に関するお問い合わせ
株式会社サムシング

（http://www.s-thing.co.jp/）
０３－５５６６－０１２０ ０１２０－２８－３６４９

■所沢ハウジングステージ
平成23年6月5日（日）
13時00分 ～ 14時00分

■所沢ハウジングステージ
平成23年6月5日（日）
13時00分 ～ 14時00分

■大宮北ハウジングステージ
平成23年6月11日（土）
13時30分 ～ 14時30分



 

 

ハウジングステージは、 
「笑顔」を創ります。 

所沢ハウジングステージ 所沢ハウジングステージ 総合住宅展示場 

持ち家か 賃貸か？ 

依頼先は 
どう選ぶ？ 

マンション
？ 

一戸建て
？ 

いつが 
買い時なの？ 

うちの土地は 強いの？ 

安心・安全は あたりまえ！ 

？ ！ 
今だから聞こう！ 

家づくりの「なんで」と「そうか」 
今だから聞こう！ 

家づくりの「なんで」と「そうか」 

これからの住まいと暮らしの情報満載の最新モデルハウス。楽しいイベントと役に立つセミナー・相談会。 

※平日は、休業日のあるモデルハウスもございますので、ご確認の上ご来場ください。 
後援／独立行政法人 住宅金融支援機構　企画・運営／（株）ファジー・アド・オフィス 

〒359-1151　所沢市若狭3丁目2353-1 
開場時間／午前10：00～午後6：00　年中無休 

TEL　04（2938）5711

●お問い合わせは 
センターハウス P 無料駐車場完備 

R463バイパス沿い若狭四丁目交差点そば 
西武池袋線「狭山ケ丘駅」より徒歩約12分 

検索 検索 所沢ハウジングステージ 

6 4・5・11・12（土） （日） （土） （日） 

二世帯や多世帯など家族構成に合わせた住まい。突然の強い地震

からも身を守る耐震住宅。注目されるエコ住宅、将来を見据えた可

変性のある住まい。夏場の節電でも安心の高性能、多機能住宅。ま

ざまな家族のさまざまな暮らし方に、多数の実績を誇るハウスメー

カーがフレキシブルに対応します。お気軽にお悩み相談から始めて

みませんか。 

これからの住まい 
ハウスメーカーだからこその提案力 

これからの 
住まいづくり相談会 
これからの 

住まいづくり相談会 

各分野のプロが指南！ 土地と、建物を一緒にお考えの方に！ 

優良土地取得を応援！ 
住まいのプロが見極めた 
 優良土地物件大公開！ 優良土地物件大公開！ 
県内、地元に精通した大手ハウスメーカーならではの 

最新土地情報は見逃せません！ 
日本のトップブランドのハウスメーカーは土地についてもプロフェッショ
ナルです。土地探しから、敷地調査、土地の権利関係や有効利用方法
などについてのご相談も承ります。土地探しからの家づくりの流れにつ
いてなどお気軽にご相談ください。 

今までの設計経験からこれを知らないと後悔する事、ちょっとした
事だけど、家が完成した後の満足度が大きく変わるアレコレにつ
いてお話します。 

■地震に強い家の「ちょっとした工夫」 
■夏の暑さ対策は断熱と風の通り道「全体のバランスが鍵」 
■快適に過ごすためには「実は・・・夏の結露対策が重要？」 
■狭い敷地で容積率を「稼ぐ方法」 
■空間を広く見せるワザは「ニッチスペースと色と見せる床」 
■将来のリフォームは「耐力壁と仕切り壁の場所次第？」 
■追加工事はＮＧ？ 
　「コンセントとスイッチ」の位置はこうして決める！ 
■気になりませんか？「住まいの音問題」 

初めての方も
安心 

FOR SALEFOR SALE

フェア期間中、各モデルハウスにて承ります。お気軽にどうぞ！ 
10：00～18：00

14：15～15：15

フェア期間中、各モデルハウスにて承ります。お気軽にどうぞ！ 
10：00～18：00

エコハウス 

多機能住宅 

二世帯住宅 
 最新3階建て 

耐震住宅 エコハウス 

多機能住宅 

二世帯住宅 
 最新3階建て 

耐震住宅 

震災によってクローズアップされた首都圏の液状化問題。これから土地を手に入
れるうえで最も重要な「安心な地盤」の基礎知識について専門家がお話します。 

土地探しを始める前に 
知っておきたい地盤の見極め方 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
参加無料　13：00～14：00 定員30名様 講師：（株）サムシング 

6 5（日） 6 5（日） 

緊急企画セミナー！ 
安心な地盤を手に入れる！ 
 

緊急企画セミナー！ 
安心な地盤を手に入れる！ 
 

目からウロコの 
知っておきたい住まいの知恵袋 

建築士 
佐藤章子の 
住まいの知恵袋講座 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今後の経済状況と本当に自分にあった住宅ローンの選び方など
金融機関ではここまで教えてくれない情報を住宅ローンのプロが
解りやすくご紹介。 

■これに注目すれば金利動向が予測できる！？ 
■変動金利タイプ！借りた後が大事な訳 
■住宅ローンの見直しが柔軟にできる住宅ローン商品とは？ 
■自分にあった住宅ローンはこれだ！ 
　主要ローン商品徹底解剖 
■繰り上げ返済で返済負担を一気に減らすのはお得？ 
■家計スリム化が返済余力の更なる大幅アップに？ 

13：00～14：00

ファイナンシャルプランナー 
村井英一の 
住宅ローンの知恵袋講座 

建築士 
佐藤章子の 
住まいの知恵袋講座 

ファイナンシャルプランナー 
村井英一の 
住宅ローンの知恵袋講座 

目からウロコの 
知っておきたい住まいの知恵袋 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

6 5
（日） 

612
（日） 

■参加無料 ■各定員30名様 ■会場：センターハウス ■事前予約承ります。予約受付電話番号04（2938）5711

「埼玉県住宅関連情報」 
コーナー開設 

「埼玉県住宅関連情報」 
コーナー開設 

埼玉県では県民の皆様の「より良い住まいづくり」のために、様々な住宅
関連の情報などを提供しております。当展示場では埼玉県の住宅関連情
報のパンフレットや資料なども取りそろえております。是非、ご活用ください。 

埼玉県のマスコット 
コバトン 

6 5
（日） 

11：00～16：00 
参加無料 

働く車がやって来る！ 
なりきり撮影会 

実際に使用されていたパ
トカーと消防車に乗って
記念撮影しませんか？ 
カメラをご持参ください。 

11：00～16：00

夏の家族旅行に！ 
ＪＴＢ旅行券 
5万円分プレゼント 

モデルハウスを3棟ご
見学頂くと抽選で1名
様にＪＴＢ旅行券5万円
分をプレゼント。 

612
（日） 

住まいづくりのことなら、ハウジングステージへ！ 
建替え・新築・土地探し 

※上記のイベントへの参加方法につきましてはセンターハウスにてご確認ください。※イベント内容は変更になる場合があります。※イベント写真はイメージです。 

親も子も満足、安心する 
贈与・相続の有利な方法 
贈与や相続のはずせない注意点や、どのタイミングで贈与、相続するかなど、自分にあっ
た有利な方法を見つけてみませんか？ 

14：15～15：15 
定員30名様 
参加無料 

■会場：センターハウス　■事前予約承ります。予約受付電話番号 04（2938）5711

相続税増税時代到来？ 
まだまだ間に合う節税対策 
 

特別企画セミナー 6 5
（日） 

日よけカーテンに！ 
スクスク育つゴーヤ苗3鉢 
プレゼント 
アンケートにご協力頂いた方、先着50名様にゴーヤ苗をプレゼント！ 

10：00～ 

災害に強い家、家族を守る住まいが話題になる今、これからの住まいづくりに「安心・安全はあたりまえ」が最低限の条件です。 
そんなときこそ、今までどこにも聞けなかった「こんなこと聞いていいの？」や、「どこに聞けばいいの？」などの 

さまざまな疑問を「そんな方法があったか！」や「こうすればいいのか！」のひらめきに変える、聞いて良かったと納得のフェア。 
この機会にぜひ、ご家族でご来場ください！ 

 

“家づくりの知恵袋” 
　ハウジングステージ家づくりフェア 
“家づくりの知恵袋” 
　ハウジングステージ家づくりフェア 
見逃せない 
フェア期間 

最新モデルハウスが全19棟の 
ビッグスケール。 

最新モデルハウスが全19棟の 
ビッグスケール。 

6 4 12（土） （日） 

予約受付中 



※上記のイベントへの参加方法につきましてはセンターハウスにてご確認ください。※イベント内容は変更になる場合があります。※イベント写真はイメージです。 

※平日は、休業日のあるモデルハウスもございますので、ご確認の上ご来場ください。 
後援／独立行政法人 住宅金融支援機構　企画・運営／（株）ファジー・アド・オフィス 

〒352-0012　埼玉県新座市畑中3-9-10 
開場時間／午前10：00～午後6：00　年中無休 

●お問い合わせはセンターハウス 
P 184台収容の無料駐車場完備 

TEL/FAX 048（478）0171

検索 検索 新座・朝霞ハウジングステージ 

建替え・新築・土地探し 
家づくりのことなら、ハウジングステージへ！ 

建替え・新築・土地探し 
家づくりのことなら、ハウジングステージへ！ 

最新モデルハウス全16棟 最新モデルハウス全16棟 

これからの住まい
と暮らし 

新座 
朝霞 
ハウジングステージ 

総 合 住 宅 展 示 場  

新座 
朝霞 
ハウジングステージ 

総 合 住 宅 展 示 場  

 

 

ハウジングステージは、 
「笑顔」を創ります。 

　持ち家か 賃貸か？ 

依頼先は 
　どう選ぶ？ 

マンション
？ 

一戸建て
？ 

いつが 
買い時なの？ 

うちの土地は 
強いの？ 

安心・安全は 
あたりまえ！ 

これからの住まいと暮らしの情報満載の最新モデルハウス。楽しいイベントと役に立つセミナー・相談会。 

家づくりの知恵袋、 
ハウジングステージ家づくりフェア 

災害に強い家、家族を守る住まいが話題になる今、 

これからの住まいづくりに 

「安心・安全はあたりまえ」が最低限の条件です。 

そんなときこそ、今までどこにも聞けなかった 

「こんなこと聞いていいの？」や、 

「どこに聞けばいいの？」などのさまざまな疑問を 

「そんな方法があったか！」や 

「こうすればいいのか！」のひらめきに変える、 

聞いて良かったと納得！ 

この機会にぜひ、 

ご家族で家づくりフェアにお越しください！ 

 

？ ！ 
今だから聞こう！ 

家づくりの「なんで」と「そうか」。 

見逃せないフェア期間 

6 4・5・11・12（土） （日） （土） （日） 

二世帯や多世帯など家族構成に合わせた住まい。突然の強い地震

からも身を守る耐震住宅。注目される賃貸併用住宅、将来を見据え

た可変性のある住まい。夏場の節電でも安心の高性能、多機能住宅。

まざまな家族のさまざまな暮らし方に、多数の実績を誇るハウスメ

ーカーがフレキシブルに対応します。お気軽にお悩み相談から始

めてみませんか。 

これからの住まい 
ハウスメーカーだからこその提案力 

これからの 
住まいづくり相談会 

各分野のプロが指南！ 土地と、建物を一緒にお考えの方に！ 

優良土地取得を応援！ 
住まいのプロが見極めた 
 優良土地物件大公開！ 
県内、地元に精通した大手ハウスメーカーならではの 

最新土地情報は見逃せません！ 
日本のトップブランドのハウスメーカーは土地についてもプロフェッショ
ナルです。土地探しから、敷地調査、土地の権利関係や有効利用方法
などについてのご相談も承ります。土地探しからの家づくりの流れにつ
いてなどお気軽にご相談ください。 

今までの設計経験からこれを知らないと後悔する事、ちょっとした
事だけど、家が完成した後の満足度が大きく変わるアレコレにつ
いてお話します。 

■地震に強い家の「ちょっとした工夫」 
■夏の暑さ対策は断熱と風の通り道「全体のバランスが鍵」 
■快適に過ごすためには「実は・・・夏の結露対策が重要？」 
■狭い敷地で容積率を「稼ぐ方法」 
■空間を広く見せるワザは「ニッチスペースと色と見せる床」 
■将来のリフォームは「耐力壁と仕切り壁の場所次第？」 
■追加工事はＮＧ？ 
　「コンセントとスイッチ」の位置はこうして決める！ 
■気になりませんか？「住まいの音問題」 

初めての方も
安心 

FOR SALEFOR SALE

フェア期間中、各モデルハウスにて承ります。お気軽にどうぞ！ 
10：00～18：00

14：15～15：15

フェア期間中、各モデルハウスにて承ります。お気軽にどうぞ！ 
10：00～18：00

都市型3階建て 都市型3階建て 

多機能住宅 二世帯住宅 
 

賃貸・アパート併用住宅 賃貸・アパート併用住宅 

耐震住宅 

多機能住宅 二世帯住宅 
 

耐震住宅 

震災によってクローズアップされた首都圏の液状化問題。これから土地を手に入
れるうえで最も大事な「安心な地盤」の基礎知識について専門家がお話します。 

土地探しを始める前に 
知っておきたい地盤の見極め方 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
参加無料　13：00～14：00 定員30名様 講師：（株）サムシング 

6 5（日） 6 5（日） 

緊急企画セミナー！ 
安心な地盤を手に入れる！ 
 

緊急企画セミナー！ 
安心な地盤を手に入れる！ 
 

建築士 
佐川旭の 
住まいの知恵袋講座 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今後の経済状況と本当に自分にあった住宅ローンの選び方など
金融機関ではここまで教えてくれない情報を住宅ローンのプロが
解りやすくご紹介。 

■これに注目すれば金利動向が予測できる！？ 
■変動金利タイプ！借りた後が大事な訳 
■住宅ローンの見直しが柔軟にできる住宅ローン商品とは？ 
■自分にあった住宅ローンはこれだ！ 
　主要ローン商品徹底解剖 
■繰り上げ返済で返済負担を一気に減らすのはお得？ 
■家計スリム化が返済余力の更なる大幅アップに？ 

13：00～14：00

住宅ローンアドバイザー 
中村 宏の 
住宅ローンの知恵袋講座 

建築士 
佐川 旭の 
住まいの知恵袋講座 

住宅ローンアドバイザー 
中村 宏の 
住宅ローンの知恵袋講座 

目からウロコの 
知っておきたい住まいの知恵袋 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

6 5
（日） 

612
（日） 

■参加無料 ■各定員30名様 ■会場：センターハウス ■事前予約承ります。予約受付電話番号 048（478）0171

6 5
（日） 

6 5
（日） 

親も子も満足、安心する 
贈与・相続の有利な方法 
贈与や相続のはずせない注意点や、どのタイミングで贈与、相続す
るかなど、自分にあった有利な方法を見つけてみませんか？ 

参加無料 

アトラスオオカブトムシのお部屋作り 
＆世界のクワガタプレゼント 

日よけカーテンに！ 
スクスク育つゴーヤ 
苗3鉢プレゼント 

お好きなアトラスカブトムシ（雄雌）を選んで、
その場でオリジナルのお部屋を作ってプレゼ
ント。また、抽選で世界の珍しいクワガタをプ
レゼント 

アンケートにご協力頂いた方、先着50名様に
ゴーヤ苗をプレゼント！ 10：00～18：00

10：00～ 

14：15～15：15 
定員30名様 
参加無料 

■会場：センターハウス　■事前予約承ります。予約受付電話番号 048（478）0171

夏の家族旅行に！ 
ＪＴＢ旅行券5万円分プレゼント 

モデルハウスを3棟ご見
学頂くと抽選で1名様に
ＪＴＢ旅行券5万円分をプ
レゼント。 

相続税増税時代到来？ 
まだまだ間に合う節税対策 
 

612
（日） 

特別企画セミナー 

6 4 12（土） （日） 

無料託児サービス 
■時間：11：00～17：00 
■場所：センターハウス 
■定員：6名（同一時間） 
■お預かり対象年齢：1～6歳 
■お預かり時間：最大2時間 
 

10：00～17：00

小さなお子様をお預かりします。 
安心して、モデルハウスのご見学や、セミナーにご参加ください。 

6/5（日） 

6/5（日） ※保護者本人を確認できるものをご持参ください。協力：（株）子育て支援 

「埼玉県住宅関連情報」コーナー開設 「埼玉県住宅関連情報」コーナー開設 
埼玉県では県民の皆様の「よ
り良い住まいづくり」のために、
様々な住宅関連の情報など
を提供しております。当展示
場では埼玉県の住宅関連情
報のパンフレットや資料など
も取りそろえております。是非、
ご活用ください。 

埼玉県のマスコットコバトン 

クワガタプレゼント抽選 
○13：00～ ○15：00～ 
各回抽選5名様 
1 2

カブトムシプレゼント 
○11：00～ ○14：00～ 
各回先着25名様 
1 2

※1家族につき1個限りとさせていただきます。※写真はイメージです 

ムック本・ 
全215ページ 
¥2,415（税込） 

【家づくり至高ガイド】 
プレゼント 

【家づくり至高ガイド】 
プレゼント 

家づくりの究極参考本！ 

センターハウスのアンケートにご協力の上、ご
希望の方先着20名様にプレゼント。 

予約受付中 

一足早く！ 

 



※上記のイベントへの参加につきましてはアンケートにご記入いただく場合があります。詳しくはインフォメーションセンターにてご確認ください。※計画停電によりイベント内容は変更になる場合があります。※イベント写真はイメージです。 

アキュラホーム 048-662-4888

リニューアルオープン リニューアルオープン 

※平日は、休業日のあるモデルハウスもございますので、ご確認の上ご来場ください。 
企画・運営／（株）ファジー・アド・オフィス　後援／独立行政法人 住宅金融支援機構 

〒331-0813　埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-1 
開場時間／午前10：00～午後6：00　年中無休 

TEL　048（662）4333
FAX　048（662）4334

●お問い合わせはインフォメーションセンター 
P 130台収容の無料駐車場完備 

検索 検索 大宮北ハウジングステージ 

OPTIS 住み継ぐ家 
長期優良エコ住宅 めぐる 

大宮北 
ハウジングステージ 

総 合 住 宅 展 示 場  

ノーザンハートきたまち 

一流住宅メーカーの 
最新モデルハウスが全22棟！ 
一流住宅メーカーの 

最新モデルハウスが全22棟！ 

6 5
（日） 

612
（日） 

ハウジング縁日大会 

■時間：11：00～17：00　 
■場所：インフォメーションセンター　 
■定員：6名（同一時間） 
■お預かり対象年齢：1～6歳 
■お預かり時間：最大2時間 

無料託児サービス 

※保護者本人を確認できるものをご持参ください。協力：（株）子育て支援 

小さなお子様をお預かりします。安心して、相談会にご参加ください。 

アンケート 
抽選会 
10:00～18:00 
 

6/4（土）・5（日）・11（土）・12（日） 

6/11（土） 

「行列のできる法律相談所」にも 
紹介された話題のアート 

1枚の絵画の中に時の流れを演出して楽しめるアート 

アール・グラージュ展示会 

11：30～17：00
会場：インフォメーションセンター 

世界26カ国の特許をもつ世界初のインテリアアート。クリ
スチャンラッセンやディズニーなどとのコラボレーションに
より、様々な作品をリリース。ヒーリング効果も実証されて
いる新しいアートの世界をお楽しみください。 

6/12（日） 

11：00～16：00 
参加無料 
 

フワフワ 
ラッコ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
 

センターハウスのアンケ
ートにご協力いただくと
抽選で2名様にカタログ
ギフトをプレゼント。 

これからの住まいと暮らしの情報満載の最新モデルハウス。楽しいイベントと役に立つセミナー・相談会。 

ハウジングステージは、 
「笑顔」を創ります。 

 

二世帯や多世帯など家族構成に合わせた住まい。突然の強い地震からも身を守る耐震住宅。 
将来を見据えた可変性の高い住まい。夏場の節電でも安心の高性能、多機能住宅。さまざま
な家族のさまざまな暮らし方に、多数の実績を誇るハウスメーカーがフレキシブルに対応し
ます。お気軽にお悩み相談から始めてみませんか。 

こ れ か ら の 住 ま い と 暮 ら し  

フェア期間中、各モデルハウスにて承ります。お気軽にどうぞ！10：00～18：00

ハウスメーカーだからこそ提案力。 
あなたのこだわりを実現した安心の家づくり！ 

理想の住まいづくり相談会 

家づくりの知恵袋、 
ハウジングステージ家づくりフェア 

災害に強い家、家族を守る住まいが話題になる今、 

これからの住まいづくりに 

『安心・安全はあたりまえ』が最低限の条件です。 

そんなときこそ、今までどこにも聞けなかった 

「こんなこと聞いていいの？」や、 

「どこに聞けばいいの？」などのさまざまな疑問を 

「そんな方法があったか！」や 

「こうすればいいのか！」のひらめきに変える、 

聞いて良かったと納得のフェア！ 

この機会にぜひ、ご家族で家づくりを考えてみませんか？ 

 

持ち家か 借家か？ 

依頼先は 
　どう選ぶ？ 

一戸建？
 

マンション
？ 

 

いつが 
買い時なの？ 

安心・安全は 
あたりまえ！ 

土地は 
どうやって 
探すの？ 

二世帯、 
多世帯住宅は？ 

？ ！ 
今だから聞こう！ 

家づくりの「なんで」と「そうか」。 

見逃せないフェア期間 

6 4 12（土） （日） 

■相談員：土地情報センターアドバイザー 
 

■協力：（株）サムシング 

11：00～12：00 
定員：20名様 
参加無料 

これから土地探しをスタートさせる方も現在お探し中の方も、土地に関する事なら何でもご相
談いただけます。希望エリアの土地物件探しやご紹介、現地案内なども承ります。まずは、お気
軽にご参加ください。 

東北地方太平洋沖地震によってクローズアップされた首都圏の液状化問題。
建築物の耐震性は高いものの、地盤の耐震性に対しての考え方が進んで
いないとも言われています。大事な「家」という資産を守るためにも知ってお
かなくてはいけない地盤について、専門家が話します。 

1 2 3各日○10：00～ ○13：00～ ○15：00～ 定員各日3組様 

「中立的な専門アドバイザーによる」 
特別相談会 

 

「中立的な専門アドバイザーによる」 
特別相談会 

 

「土地情報センター」オープン！ 

土地探しからはじめる家づくりの方必見！ 土地探しからはじめる家づくりの方必見！ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

総合住宅展示場内で県内初、 
 「土地情報センター」オープン！ 
総合住宅展示場内で県内初、 
 

■会場：土地情報センター ■事前予約を承ります。事前予約受付電話番号048（662）4333 
 
 

講師：制野 勝 
（住宅展示場土地情報センターアドバイザー・宅地建物取引主任者）  

 

はじめての土地探しセミナー はじめての土地探しセミナー 

611
（土） 

ＷＥＢや不動産屋ではここまで教えない  
はじめての土地購入から家づくり成功ノウハウ 
ＷＥＢや不動産屋ではここまで教えない  
はじめての土地購入から家づくり成功ノウハウ 

●土地検討から建物契約までの段取りとスケジュール  
●希望の間取りと予算から判断する 
　必要な土地面積と資金計画  
●自分にあった物件選びのポイント 

11：00～15：00 
※雨天中止 

13：30～　先着75名様　参加無料 

11：00～16：00 
定員100名様 
参加無料 

 

11：00～16：00 
参加無料 
 

お子様が大きくなって使
わなくなった洋服や玩具、
絵本など子ども用品全般
のフリーマーケットです。
掘り出し物がきっと見つか
ります。 

ショッパーがオススメする、地元の名店スイーツ
スペシャルセットをプレゼントします。 

昔懐かしい「スーパーボー
ルすくい」「射的」「お菓子
のつめ放題」にチャレンジ！ 

×ハウジングステージコラボレーション企画 
同時 
開催 

約30ブー
ス 

出展 

アートバルーン 
パフォーマンス＆プレゼント 

お子様に大人気！動物やお花、キャラクターをその場で作るバル
ーンパフォーマンスです。 

6/5（日）・12（日） 

※途中休憩を頂く場合がございます。 

※1家族各1回ずつのご参加とさせていただきます。 

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
 

6/4（土）・5（日）・11（土）・12（日） 6/4（土）・5（日）・11（土）・12（日） 

安心できる地盤を手に入れる！ 

土地からお探しの方必見！ 

住まいの地盤についての 
基礎講座 

安心できる地盤を手に入れる！ 
住まいの地盤についての 

基礎講座 

13：30～14：30　定員20名様　参加無料 

611
（土） 

■強い地盤と弱い地盤とは？ 
■どんな土地が強いのか？弱い土地の補強方法と効果 
■地盤トラブルについての保証について 
■地盤診断につて 

わくわく♪ 
おやつタイム 
わくわく♪ 
おやつタイム 

フィナンシェ・アプリコットのケーキ・エミリー 
※60分前より整理券を配布します。 
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