
4/28●・29●・30●

5/12●・13●・19●

5/26●・27●

5/20●

5/3●・4●

5/5●・6●

●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

4/28●・29●・30●土 祝 振休

5/12●・13●・19●土 土日

5/26●・27●土 日

5/20●日

5/3●・4●祝 祝

5/5●・6●祝 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

4/28●土
11:00/13:30/15:30　各回20名様

抽選で60名のお子様

4/30●振休

抽選で100組様 抽選で50組様

抽選で100組様

■後援／大阪府・独立行政法人 住宅金融支援機構近畿支店・公益社団法人 大阪府建築士会・一般社団法人 プレハブ建築協会関西支部・一般社団法人 日本ツーバイフォー建築協会関西支部・一般社団法人 日本木造住宅産業協会近畿支部
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。

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

ネーム刺繍入り
トートバッグ

ふれあい動物園

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

クリーングッズ

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！

11:00/13:30/15:30 
各回15名様

5/4●祝
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

11:00/13:30/15:30お子様全員参加

ショベルカーde
お菓子GET

11:00/13:30/15:30 各回10組様

○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。

大迫力の大型恐竜や乗れる恐竜が登場！

恐竜と遊ぼう！
11:00/13:00/14:00/15:00 各回12名様

10:00～18:00

●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

お子様全員に抽選でひとつ

4/29●祝

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！

11:00/13:30/15:30 各回20名様

お子様全員参加

電車の運転を体験できる！

抽選で60名のお子様

鉄道あみだくじ

鉄道シミュレーター
鉄道イベント

※写真はイメージ

5/12～27の　　  お子様連れ限定！！

・景品付ゲーム【お子様全員参加】
・ふわふわザウルスで遊ぼう5/12～27の●●土 日

3才～10才まで

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

お子様全員に抽選でひとつ

ペアチケットや
オリジナルグッズをプレゼント！

宝塚歌劇DAY

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

© ＴＯＭＹ　　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

4/28●土
トミカ博 in OSAKAペアご招待券

プレゼント

お子様連れの方先着100組様

大阪南港ATCホール会場 2018年5月6日（日）まで期間

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

10:00～18:00

10:00～18:00

5/13●日

10:00～18:00

10:00～18:00

11:00～16:00

ボールドプレゼント!
抽選で300組様

5/12●～27●土 日

※なくなり次第終了

11:00～16:00ご希望のお子様連れに参加券を進呈

11:00～16:00

11:00～16:00

10:00～18:00

センターハウスでスタンプラリー参加用紙をお渡しします
（16時まで）。ラリーの後に写真の景品を差し上げます。
※雨天中止※1組1回限り

キャラ
クター

50色 
色鉛筆

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－』

©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

※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。

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

■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

泉北1号線34側道沿い、
「深井駅前北」交差点を

南へ300m
無料駐車場完備

泉北・狭山・金剛 ニュータウンを結び
南大阪を代表する総合住宅展示場

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

〒599-8275 堺市中区東八田275-1　
企画・運営／電通・アドバンス開発

072-276-3600堺泉北
住宅博

主催 MBS

13時～17時1/20●土
堺泉北住宅博無料個人セミナー

参加された先着20組様に
写真の本をプレゼント！

相談員：ライフプランナー 岩井 修一氏　プルデンシャル生命保険株式会社 大阪第三支社 第四営業所

期間中 土・日 13時～17時

完全予約制 我が家の安心住宅資金計画 ※センターハウスでお申し込みください

司法書士相談
PRESENT

平成30年度 堺市スマートハウス等導入支援事業について 「子育てのまち 堺」の
子育て支援情報をお届けする
『さかい子育て応援アプリ』のご紹介

●堺市にお住まいの方で、居住する住宅に太陽光発電システム、HEMS、
エネファームや蓄電池等を複合的に設置した場合、その費用の一部を補助します。

●太陽熱利用システム（強制循環型システム）を設置された方に、
設置費の一部を補助します。

いずれも必要条件が異なりますので、当日説明会に参加されるか
下記へお問い合わせください。

検索堺市 スマートハウスTEL:072-228-7548  E-mail:kanene@city.sakai. lg.jp

堺市環境局 環境都市推進部 環境エネルギー課
〒590-0078　堺市堺区南瓦町3番1号

補助額一件あたり

最大27万円
太陽熱利用システム設置費

上限10万円
ZEH加算（先着70件）

プラス一律10万円 堺市子ども青少年局子ども企画課
TEL：072(228)7104

堺市 環境マスコット
キャラクター

「ムーやん」
来場！

会場内写真撮影会
●13:00～●15:00～

相談員：司法書士法人 おおじ事務所　司法書士 曽我 嘉晃氏

予約のお申し込みはセンターハウスまで

13時～17時5/13●日

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。

住まいの工法
13時～17時5/27●日

さまざまな工法・構造の特徴を説明し、
資料も差し上げます。

072（276）3600

4/30●振休

10:30登場

センターハウスに
ベビールーム完備

●子育て関連施設のマップ検索ができます。
●子どもの成長日記がつくれます。
●予防接種の予定や接種日を入力できます。

iPhone Android

無料ダウンロードで
成長に合わせた子育て情報が
スマートフォンに届きます！

■4月28日・29日
■5月5日・6日・12日・13日・19日・20日・26日・27日

一級建築士による間取り相談会
ご成約プレゼント

「トワニー/ヴェール

 TOWANY」

カタログギフト

JCBギフトカード 100,000円分
もれなく
プレゼント！

さらに後日抽選で1名様に！

詳しくはセンターハウスまで
堺泉北住宅博の出展住宅メーカーでご成約をされた方

 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。

＼低金利の今がマイホーム実現のチャンス／
●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

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

センターハウスで最新の
キッチン設備を体験

ミストでマイホームエステ
ミストカワックの展示
「料理を本格的に楽しめる」

新しいコンセプトの新型コンロプラスDo!

大阪ガス

Ees

アイ工務店 072（275）6668

ママ動線に納得

ひろびろリビングから
見わたす続きの和室と
広縁が見どころです。

住み心地のいい家

アキュラホーム 0120（538）158

中2階
スタディスペース

大空間の吹抜けにより
1階LDKから見守れる
勉強スペース。

一条の洋館セゾン

一条工務店 072（276）3644

空間に、華。
吹き抜けのダイニング

解放感たっぷり、
吹き抜けのダイニング。
心弾む、心安らぐ空間。

i-smart

一条工務店 072（276）1911

スマートキッチン

スムーズな動線を
実現したキッチン。
デザインと機能性を両立。

吉野杉の家

イムラ 072（276）6355

木の香りが心地良い
リビング空間

上質な本物の木の家が
醸し出す落ち着いた
木の香りのリビング空間。

Doux
（ドゥー）

紀州国土建設 072（276）6900

くつろぎのリビング

自然素材を
ふんだんに使った五感を
刺激する空間。

OMソーラー
「自然の住む家」

コアー建築工房 0120（951）958

キッチン・
サニタリールーム

家事が楽になる、
回遊できる動線が
主婦に大人気です。

BF-Si

住友林業グループ 072（281）8881

リビング・
ダイニング

ママ目線で考えた
リビング・ダイニングを
体感下さい。

Be Dyne's
〈ビー ダインズ〉

積水ハウスグループ 072（276）7510

リフォーム
体感コーナー

新築、リフォームも
模型などでわかりやすく
体感いただけます。

完全フル装備の家PLUS
～プラス二世帯物語-PREMIUS.Ver

泉北ホーム 0120（15）6668

2階大空間
インナーバルコニー

家族が集うバルコニー。
その他自由な使い方が
できる空間です。

Smart One All in One

桧家住宅 072（270）3322

屋上庭園 
青空リビング

青空と光と風を独り占め！
思う存分楽しめる
安心の屋上庭園です。

エネージュ

ヤマト住建 0120（08）6688

スマート
ダイニング

効率よく家事をこなせる
工夫がいっぱいの
ループ動線を体感下さい。

大人気の家 CoCo

レオハウス 072（276）6411

リアル
モデルハウス

土地35坪の3階建て
リアルモデルハウス！
ぜひ一度ご見学を！

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/

