
住まいの
エネルギーを
考えよう

涼しく快適な
家づくりフェア

モデルハウスでエコ&ゼロエネ住宅相談会開催！ 補助額：70 万円/戸

ZEHとは？
外皮の断熱性能の大幅な向上と、高効率な設備・システムの導入により、室内環境の
質を維持しつつ大幅な省エネを実現（省エネ基準比20％以上）。その上で、再生可能
エネルギーを導入して、年間の一次エネルギーの収支をゼロとすることをめざした
住宅をZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）といいます。

ゼロエネルギー住宅は補助金を受けることができます。
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〈断熱性能の向上〉 〈高効率な設備・システムの導入〉〈再生可能エネルギーの導入〉
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ZEH支援事 業／三次公募
2 0 1 9 年 8月5日～8月9日

※蓄電システム（定置型）を設置する場合：2万円/kWh加算
   （上限：20万円又は補助対象経費の1/3のいずれか低い額）

りよトッレフンパ』ていつに金助補HEZの省境環と省業産済経の度年13成平『）ブチアシニイ創共境環 人法団社般一（IIS／典出※
※公募期間は変更となることがあります。SIIホームページの各補助事業における公募情報にて、最新の公募期間をご確認ください。※詳しくはモデルハウスまで

住まいづくりをサポートする滋賀銀行 大薮支店

住宅ローン相談
住宅ローンに関する疑問やお悩み、お借入れ
後のマネープランなど、何でもご相談ください。
完全予約制ですので、ご都合のよい日時（土日
祝も相談可能 11時～16時）にご相談いただけ
ます。ご予約は彦根ベルロード住宅博 イン
フォメーションまでお申込みください。

予約制

しがぎんプラザ大薮
0120-414-060

彦根ベルロード住宅博インフォメーション 0749-26-1600

省エネ＆eco住宅
相談会

7/21●日 13時～17時
相談員：津村 泰夫氏

公益社団法人 大阪府建築士会の一級
建築士がお答えします。

ライフプラン・シミュレーション
7/ 7●日 10時～16時（予約優先）

予約のお申し込みは
インフォメーションまで 0749-26-1600

【詳しい内容についてのお問い合せは】
ソニー生命保険株式会社  大阪ライフプランナーセンター第5支社 
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT16Ｆ　
電話：06（7638）0575  FAX：06（7638）0576
登録No.SL-19-4620-0027
相談員：ライフプランナー　橋本 俊治氏・水野 正浩氏

当日以外の個別相談も承ります。
ご都合の悪い方は、インフォメーション（0749-26-1600）へ
お申し込みください。

お客様が描いたライフプランについて、資金面から実現可能性を検証
します。詳しいデータをもとに独自のシミュレーションシステムを駆使
して分析。マイホームプランを中心に、今後数十年間の家計の変化や
備えておきたい資金の目安を、グラフと数値で明らかにします。
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華建築
ハイリビングのある豊かな暮らし

●1階床面積:142.25㎡（43.03坪） ●2階床面積:99.50㎡（30.09坪） 
●延床面積:241.75㎡（73.12坪）

家族が集うリビングは、のびのびくつろげる、気持ちのよい空間にしたいもの。
空間をヨコに広くするのには限界があるけれど、タテに広げて天井を高くする
ことで、豊かさに満ちた、見通しのよい暮らしが生まれます。

工法 ／ 木造軸組工法

ユニバーサルホーム　0749-21-1230

ゆるやかにつながる家族の快適空間

●1階床面積:128.21㎡（38.79坪） ●2階床面積:71.02㎡（21.48坪） 
●延床面積:199.23㎡（60.27坪）

厳しい自然環境の北陸で培われた石友ホームの住まいは、家族ひとりひとりが
自分らしく暮らせる革新に溢れています。
【外観】敷地全体を有効活用し長く愛着を感じられる美しいデザイン
【空間】家族と自分の時間、どちらも大切にできる遊び心と居心地にこだわった空間構成
【暮らし】ゆとりを生み出し心豊かな暮らしを叶える動線と収納がリンクした間取り

工法 ／ 木造軸組工法 + パネル工法（Hi-PAIR工法）

石友ホーム株式会社　0749-21-1166

家族の暮らしにフィットする住まい

●1階床面積:124.22㎡（37.57坪） ●2階床面積:124.73㎡（37.73坪） 
●延床面積:248.95㎡（75.30坪）

塗り壁にタイル、そして落ち着きのある三州瓦の屋根によるエレガントな外観が素
敵な展示場。ダウンフロアとハーフ吹抜で開放感を満喫できるリビング。SKIP構造
によりスペースを無駄なく活用したセカンドリビングやシアタールームも見どころで
す。優しさ・心地よさに満ち溢れた木の住まい「Wis」ご来場お待ち致しております。

工法 ／ 木造軸組構法

株式会社アイ工務店　0749-21-1551

古き良き伝統を斬新な現代和風に。

●1階床面積:135.37㎡（40.95坪） ●2階床面積:80.75㎡（24.43坪） 
●延床面積:216.12㎡（65.38坪）

洗練されたデザインと機能美を融合した家。木造住宅の強さと性能の常識を
変える！日本人の心に響く古き良き伝統を斬新な現代和風に仕上げた住宅を
GALLERY空が魅せる！

工法 ／ G-BOX構法

株式会社GALLERY 空　0749-47-6265

家族の楽園
-WAGOKORO-
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※色は選べません。

moz カラフル
タンブラー 2個

超高級素麺
「めん匠の味」（つゆ付）

Present  1

Present  2

※イメージ

ご来場
プレゼント

W
賞品の引き換えは7月28日（日）までです。なんば住宅博のインフォ
メーションまで引換券をご持参の上、当日アンケートにご記入ください。
モデルハウス見学後に賞品と引換いたします。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。他の引換券等と同一賞品は一個限りの引換となり
ます。品切れの際は代替品となります。

※色は選べません。

moz カラフル
タンブラー 2個

超高級素麺
「めん匠の味」（つゆ付）

Present  1

Present  2

スマホ限定来場プレゼント！ コロコロワッフルキューブ

click
賞品の引き換えは 7月 6日（土）からです。住宅博のインフォメーションでアンケートにご記入の上、クーポン画面を受付にて掲示してください。
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掲示いただく場合
があります。

https://digista.jp/jutakuhaku/


お子様全員に抽選でひとつ

11:00～16:00／ご希望の方全員

ハンドエステ無料体験

キャラクターグッズ& 
ドリンクサービス

お子様連れ各組様に
抽選でひとつ

プレゼントや催しへの参加はインフォメーション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11時～16時。お子様は小学生以下の方が対象です。気象状況等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。

■開場時間10時～18時 ■曜日によりご覧いただけないモデルハウスもあります

〈無料駐車場完備〉 住まいづくりに役立つ情報満載 検索WEB住宅博

〒522-0053 滋賀県彦根市大藪町21－7
■企画・運営／電通・アドバンス開発　■協力／滋賀銀行

0749-26-1600
【アクセス】●JR東海道本線彦根駅  または  近江鉄道彦根駅下車バス・タクシーで約10分（バス：ベルロード平田下車すぐ） ●彦根I.Cより約15分  ベルロード 滋賀銀行 大薮支店隣

会場の
様子は ▼

20●・21●・27●・28●土 日 土 日

21●日

クール
サマーグッズ

6●・7●土 日

ひんやり
デザート

お子様連れより
抽選で100 組様

カラフルなフロートに
スイーツをトッピング！

※1組1個7●日

正しく知ってかしこく使おう！ 

住宅取得支援制度
消費税率10%引き上げ後も、国が住宅取得を支援。
すまい給付金や贈与税非課税枠の拡充等、
支援策が用意されています。（6月20日時点） http://www.mlit.go.jp詳しくは国土交通省のHPまで

❶住宅ローン減税の延長・拡充

❷すまい給付金の拡充

❸新たなポイント制度創設

❹贈与税非課税枠の拡大

●最大500万円の減税期間を10年→13年へ延長
●建物購入価格の消費増税分2%減税（最大）

●給付額を現行の最大30万円→50万円へ引き上げ
●給付対象となる年収目安を510万円→775万円へ引き上げ

●新築最大35万円相当、リフォーム最大35万円のポイントを付与
●さらに若者・子育て世代のリフォームに際してポイント特例あり

●現行の非課税枠1,200万円→3,000万円に拡大

7/6（土）～28（日）
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ワンワン
で遊ぼう〈3才～10才まで〉

すいか割りチャレンジ

※写真はイメージです。

お子様全員参加

すいかをヒット！
ビーチボールの

もれなく景品が当たる！

すいか1玉
プレゼント

すいか割りに
参加されたご家族に抽選で

※抽選は1組1回

さらにWチャンス 抽選で各日
10組様

お子様全員に抽選でひとつ
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