
5/12●・13●・19●
5/26●・27●

5/20●

4/28●・29●・30●

5/5●・6●5/5●・6●祝 日

グリコのお菓子&
17アイス

お子様全員に抽選でひとつ

●グリコセレクション（BOX）  ●グリコ袋
●かるじゃが  他からひとつ

ご希望のお子様連れに参加券を進呈

※写真はイメージ

●マグネット式本格将棋  ●RCランボルギーニ ムルシエ ラゴスーパーヴェローチェ
●３Dマジックお絵かきボード  ●人生ゲーム
●たいけつキャンディキャッチャークレーン
●パステルしゃぼん玉  ●トランプ
他からひとつ

お好きなお花をお選びいただき
フラワーコーディネーターが
アレンジして差し上げます。

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

5/12●・13●・19●土 土日

5/26●・27●土 日

5/20●日

5/3●祝

水溶性のマニキュアで
お子様も安心！

ご希望のお子様全員

お子様連れより抽選で30組様

11:00/13:30/15:30 各回20名様

抽選で60名のお子様

抽選で100組様

プレゼントや催しへの参加はセンターハウスでアンケートにご記入の方に限ります。（期間中一世帯一枚・複数応募不可・未成年不可・本人確認のために資料をご提示いただく場合があります）イベント時間は内容により異なります。お子様は小学生以下の方が対象です。気象状況により予告なく変更・中止されることもあります。※賞品写真は一例であり、実際と異なる場合があります。賞品の色・種類は選べません。品切れの場合は代替品となります。

ネーム刺繍入り
トートバッグ

お子様連れより抽選で100組様

デザートタルト

人気のおもちゃ&グリコ17アイス

キッズネイル
アート

オーダー寄せ植え
　プレゼント

栗原はるみ
キッチングッズ

キャラクターグッズ＆
森永のお菓子
●座れる収納ボックス ●ファスナー付BIGトートバッグ ●スクエアクッション 
●お座りアッカンベーちょっぴり大きいマスコット●文具5点セット  他からひとつ

11:00/13:00/15:00お子様全員参加

11:00/13:30/15:30 各回10組様

5/5●祝

5/6●日

ふれあい動物園

○取扱業登録番号／展示:京都市登録第070130号
○登録年月日:平成29年6月18日
○有効期限:平成34年6月17日 ○取扱責任者:萩原 浩
※写真の動物と異なる場合があります。予めご了承ください。

ペアチケットやオリジナルグッズをプレゼント！

抽選で50組様

宝塚歌劇DAY

11:00/13:00/14:00/15:00 各回12名様

大迫力の大型恐竜や乗れる恐竜が登場！

4/29●・30●振休祝

恐竜と遊ぼう！

親子ペアチケットをプレゼント！お子様連れより抽選で20組様

4/28●土

ご希望の方全員
メナード ビューティーハンドケアサービス

国内外の似顔絵大会で受賞歴のある先生方に
世界でひとつの似顔絵を描いてもらえます！

11:00/13:30/15:00 
各回15名様抽選で45名のお子様

お子様似顔絵色紙
〈似顔絵作家〉岡山 隆俊氏　高木 祐介氏

11:00/13:00/15:00お子様全員参加

勝ち抜きルーレット大会
豪華景品が当たる！

景品付ゲーム【お子様全員参加】・ふわふわモーちゃんで遊ぼう5/12～27の●●土 日 3才～10才
まで

●歩く恐竜ライド ●乗る恐竜ライド それぞれ抽選で48名のお子様

●第1部 10:00受付 ●第2部 12:00受付
日 時 2018年5月6日（日） 場 所 びわ湖大津プリンスホテル

コンベンションホール淡海（おうみ）2F

スペシャルバージョン＆ ホテルランチブッフェ

お子様全員に抽選でひとつ

お子様全員に抽選でひとつ

※写真はイメージ

ボールドプレゼント!抽選で300組様

選んだ電車模型が
どこに到着するかで
賞品が決まります。
豪華賞品も！

5/4●祝

お子様全員参加

鉄道あみだくじ

鉄道シミュレーター
鉄道イベント

11:00/13:30/15:30 
各回20名様

電車の運転を体験できる！

抽選で60名のお子様

ショベルカーde
お菓子GET

抽選で100組様

クリーングッズ

10：00～16：00 雨天中止

5/13●日 500円のお買物券
プレゼント！

抽選で150組様に♪雑貨、アクセサリーetc、フード店も充実♪

手作り市 marche“S”

5/3●・4●

4/28●・29●・30●土 祝 振休

5/3●・4●祝 祝

遊
び
にい

こう  明日のわが家
へ

Hou s i n g  C a r n i v a l
4/28● ～5/27●土　　　　　　　　　　日

5/12●～27●土 日 ※なくなり次第終了

S席ペアチケット
2018年8月5日（日）15:00公演

宝塚大劇場　花組公演  ミュージカル 『MESSIAH
（メサイア）－異聞・天草四郎－』ショー・スペクタ
キュラー 『BEAUTIFUL GARDEN －百花繚乱－』

11:00～16:00

お子様全員参加の
スタンプラリーで
化石がもらえる！

4/28●土

©宝塚歌劇団　写真はイメージです。実際の公演とは異なります。

※写真は
イメージ

※イメージ



住まいづくりを見トク！知っトク！住まいづくりを見トク！知っトク！
モデルハウスのココを見て欲しい！という各社の見どころをご紹介します。オンリーワンの住まい探しにお役立てください。

PRESENT
ご希望の先着20組様に

平成30年度版

「住宅・土地税制が
 わかる本」
を差し上げます！

モデルハウスの見どころと
住まいづくりの
最新情報満載

バロー大津店

琵琶湖

湖岸道路

由
美
浜

お車の方はホテル駐車場をご利用ください。〈センターハウスで無料駐車券を発行〉
電車の方はJR「大津」駅から「びわ湖大津プリンスホテル」行シャトルバスをご利用ください。
■開場時間10時～18時  センターハウスは無休
■曜日によりご覧いただけないモデルハウスもあります

日本で唯一のホテル一体型
住宅展示場

住まいづくりに役立つ情報満載
スマートフォンは検索WEB住宅博

〒520-8520大津市におの浜4-7-7　
企画・運営／電通・アドバンス開発

077-527-3339

びわ湖大津プリンスホテル住宅博
主催 MBS・京都新聞

詳しくは
センターハウスまで

10時～16時（予約優先）

知って得する家づくりと
相続＆贈与相談

相談員：プルデンシャル生命保険株式会社 京都第二支社第1営業所  
TEL:075-257-7274　ライフプランナー 平良 範玲氏

ご希望の日に相談も承ります。

司法書士相談

予約のお申し込みはセンターハウスまで

077（527）3339

土地や建物を売却したり、買っ
た時の名義や登記のこと、土
地や建物の相続についての手
続きや遺言状の書き方などに
ついて、ご相談いただけます。

相談員：司法書士法人 おおじ事務所　
司法書士 谷 嘉顕氏

無料個人セミナー
5/20●日 13時～17時5/13●日

 住宅支援策を賢く利用！モデルハウスでお気軽にご相談ください。

●住宅ローン減税・最大500万円
●すまい給付金・最大30万円の現金給付
●贈与税非課税枠・1200万円
●エコ住宅への建て替え・最大50万円の補助

＼低金利の今がマイホーム実現のチャンス／
ご成約プレゼント

JCBギフトカード
100,000円分

さらに後日抽選で
1名様に！

もれなくプレゼント！

びわ湖大津プリンスホテル住宅博の出展住宅メーカーでご成約をされた方

消費税10％になる前に
家を建てよう！
住宅購入の経過措置が適用される期限は2019年3月31日。
それまでに「契約締結」をすれば、「引き渡し」が
新税率適用後でも8％のまま住宅を購入できます。

2018年
経過措置の期限
2019年3月31日

新税率適用
2019年10月1日期限は来年3月まで！

モデルハウス
見学・検討

メーカー決定・
プラン作成

4/1以降に
契約締結

3/31までに
契約締結

10/1以降の
引き渡しでも

消費税
8％

9/30までの
引き渡しで

消費税
8％

10/1以降の
引き渡しだと

消費税
10％

あと11ヵ月

2015年の相続税制改正で課税対象者が広がり、実質増税
となった相続税。しかし相続と贈与の基本をしっかり押さえ
て対策すれば円満な相続が可能です。専門家の分かりやす
い説明に加え、ライフプランの相談も可能です。ぜひお気軽
にご参加ください。

詳しくはセンターハウスまで

モデルハウス配置図
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センターハウスで最新の
キッチン設備を体験

大阪ガスの
ガラストップコンロの展示

大津市企業局大阪ガスコーナー

5/3●・4●祝 祝

びわ湖大津
プリンスホテル
レストランランチ ペアご招待券

キュービック そらから

❶旭化成ヘーベルハウス 077-526-0331

フリープラン

快適
固定階段ロフト

固定階段で昇降可能な快適小屋裏ロフト。
ぜひご体感ください。

❷三井ホーム 077-566-1431

サンヨーホームズのスマートハウス
「未来家族」

サンヨーホームズ
独自の高気密・高断熱仕様
家族の気配を感じられるリビング階段、
大きな吹抜との大空間。

❸サンヨーホームズ 0120-840-932

ZEH補助金対応。
エネルギー収支ゼロの家
健康で豊かな暮らしと
省エネで快適な暮らしを両立する家です。

❹積水ハウス 077-522-8941

グランツーユー

表情豊かな外観をつくる
ボウウィンドウ

ボウウィンドウから広がる
パノラマヴューをお楽しみ下さい！

❺セキスイハイム（ツーユー） 077-526-8234

大安心の家

主寝室につながる
書斎スペース

お父さん憧れのプライベート空間。
仕切らず開放感を演出しました。

❻タマホーム 077-526-8241

xevo（ジーヴォ）E

ゆったり
リビング

鉄骨住宅ならではの大空間。
開放感のあるリビングをご体感下さい！

❼ダイワハウス 077-525-8991

良質住宅S

固定階段で利用する
小屋裏収納

荷物を両手に持ってラクラク出し入れ
できる収納力抜群小屋裏収納。

❽イシカワ 077-510-0611

i-smart

1階 LDK

29帖もの広々LDK。
大開口サッシで、開放感と明るさをプラス。

❾一条工務店 077-510-7411

スマートワン・カスタム

「小屋裏収納が標準」

泡の断熱『アクアフォーム』で包まれた
15畳の小屋裏収納部屋が魅力！！

10桧家住宅 077-532-1188

マイフォレスト

チャイルドキャビン

『頭のいい子の 勉強部屋』
才能が花開く空間をぜひご覧ください。

11住友林業 077-527-5523

HYBRID Private Free

2.5階の寝室

スキップフロアを利用した主寝室。
2.5階空間を体感下さい。

12ミサワホーム近畿 077-527-2120

ヘーベルハウス、重鉄の家
「フレックス」

「そらのま」

「そらのま」は室内の様に使える
オープンエアのマルチスペースです。

13旭化成ヘーベルハウス 077-526-3310

ブリアール

2Fリビング

レッドパインムクの羽目板が印象的な、
ぬくもりのあるリビング。

14一条工務店 077-524-0781

グラン

サンルーム

夜でも周囲に気がねなく
音楽や映画を楽しめます。ぜひ体感下さい！

15スウェーデンハウス 077-523-3451

強靭な制震構造が実現する
大空間・大開口。 CASART

「強さ」と「暮らしやすさ」のNo.1へ。

祝！パナソニックホームズ
誕生イベント開催中！

16パナホーム滋賀 0120-874-653

やすらぎ

おもてなし玄関

玄関を入るとすぐに広がる中庭。
来る人全てをあたたかく迎えます。

17ヤマダ・エスバイエルホーム 077-522-0123

ドマーニJX コンファティック

くつろぎとリラックスのための空間

個性的な空間を演出、インテリアの参考に
是非お越し下さい。

18セキスイハイム 077-522-8160

ハイブリッド　 　プライベートフリー

BeSai　e
美しい四季を彩る日本の家。「ビー・サイエ」

エス

改装中

5/26●リニューアルオープン予定土

賞品の引き換えは4月28日（土）からです。住宅博の
センターハウスでアンケートにご記入の上、クーポン
発券機にスマホをタッチしてください。品切れの際は
代替品となります。アンケートへのご記入は期間中
一世帯一枚・複数応募不可・未成年不可・本人確認
のために資料をご提示いただく場合があります。

スマホ限定初来場プレゼント

click

http://www.jutakuhaku.co.jp/app/

