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初夢福袋

グリコのお菓子
○グリコワゴン 
○ビスコ缶 
○ポッキードリーム 
○コロン・ポッキー 
　他からひとつ

200組様に抽選でひとつ

お子様全員に抽選でひとつ

■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

堺泉北住宅博

セゾンファクトリー
○リッチな朝食セット  ○ドレッシング5本セット
○フルーツソース詰合せ
○謹製ジャム あまおうⓇいちご
○有機のトマトケチャップ  からひとつ

サクラクレパス
文房具
○さんかくクーピーペンシル 
○ペンタッチツイン8色セット  
○サクラクレパス24色 
○クーピーペンシル30色  ○消しゴム  他からひとつ

鉄道あみだくじ
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！

鉄道グッズ抽選会

お子様全員に抽選でひとつ

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！

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）イベントは11時～16時。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。

平日●→●お楽しみ抽選会月 金 期間中●●●
ふわふわザウルスで遊ぼう

土 日 祝 3才～10才まで

お子様似顔絵色紙
プレゼント

お子様全員参加

11:00/13:30/15:30 各回抽選で15名様

不二家のお菓子

ショベルカーdeお菓子GET
お子様全員参加 11:00/13:30/15:30

コットンキャンディ
かわいい！おいしい！アートな綿菓子

お子様連れ100組様に抽選でひとつ

○アンパンマン スイスイピカっとそうじき
○新幹線レイルウェイセット  ○キッズレジスター
○３Ｄマジックおえかきボード  他からひとつ

11:00/13:30/15:30

勝ち抜き
ルーレット
大会

５0組様に抽選でひとつ

お子様全員に抽選でひとつ

抽選で４５名のお子様

〈似顔絵作家〉
髙木 祐介氏　上羽 京氏

お子様全員参加

抽選で100名のお子様 14●
のみ

日

 6●土

 7●日

お子様全員に抽選でひとつ 8●祝

メナードハンドエステ無料体験
 21●
のみ

日
ご希望の方全員に

あったかグッズ
○ポットデュオフェット  ○スノーフォレストブランケット 
○エンジョイカップスープ  
○なだ万 鍋の素セット（鴨だしねぎ鍋または西京みそ鍋） 
　他からひとつ

200組様に抽選でひとつ

初夢おもちゃ
おみくじ

お子様全員に抽選でひとつ

○オリケシ３Ｄ ＤＸコレクションＢＯＸセット
○ドラえもん ドンジャラ  ○黒ひげ危機一発
○ディズニーｐｕｃｃｌａｙ ＤＳキャラクターＤＸセット
　他からひとつ

○デリカポット  ○マグカップ 
○クリアボトル  ○イレコランチ 
○ステッカー からひとつ

スマイルグッズ

○お菓子袋（大）  ○お菓子袋（小）  ○ペコポコチョコレート  他からひとつ

1/20●・21●
27●・28●

土

土

日

日 景品付ゲーム大会〈お子様全員参加〉

景品付ゲーム大会〈お子様全員参加〉1/6●・7●・8●祝日土

景品付ゲーム大会〈お子様全員参加〉1/13●・14●  　日土

抽選で45組様
11:00/13:30/15:30  各回抽選で15組様

フラワーアレンジ

 13●
のみ

土

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。

獅子舞コロコロ&七福神すごろく
〈お子様全員参加景品付きゲーム〉

1/2●・3●水火
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期間中 土・日

無料個人セミナー

予約のお申し込みはセンターハウスまで

072（276）3600

建築士会の会員が答える『構造』『二世帯住宅』『建て替え』『間取り』
公益社団法人 大阪府建築士会の一級建築士が中立の立場でお答えします。

建築なんでも相談

■1月  6日/宮﨑 雅司氏
■1月  7日/田端 寿美氏
■1月13日/津村 泰夫氏
■1月14日/橋本 頼幸氏

■1月20日/兵藤 幸治氏
■1月21日/米 正弘氏
■1月27日/西野  宏氏
■1月28日/岩岸  克浩氏

13時～17時1/20●土

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。

司法書士相談

住宅博まつり
1/2●～28●日火

新 春

相談員：司法書士法人 おおじ事務所　
司法書士 曽我 嘉晃氏

センターハウスに
ベビールームが出来ました
可愛いキャラクターで飾り付けした
ベビールームが完成しました。
ミルクやオムツ替えに
ご利用いただけます。
ご利用の際はスタッフに
お声掛けください。

 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。

平成29年度

堺市スマートハウス等導入支援事業について

●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

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

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

参加された先着20組様に
写真の本をプレゼント！

PRESENT

堺泉北住宅博

ご成約プレゼント
■応募期間：2018年1月1日から2018年4月8日まで
■応募条件：2018年1月1日から2018年3月31日までに
堺泉北住宅博の出展住宅メーカーでご成約をされた方

■応募方法：ご成約いただいたモデルハウスのスタッフに
お申し出ください。

■抽選日：2018年4月15日
当選された方への連絡をもって発表とさせていただきます。

もれなくプレゼント！

カタログギフト
「トワニー/ヴェール

TOWANY」

さらに後日抽選で1名様に！

JCBギフトカード
100,000円分

13時～17時

■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

＼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

堺泉北
住宅博

主催 MBS

モデルハウスで

新春なるほど！知っトク！相談会

モデルハウスで

新春なるほど！知っトク！相談会
※モデルハウスにより休業日は異なります。詳しくは各モデルハウスまで。

13時～17時

1/28●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。

住まいの工法

072（275）6668

Ees

アイ工務店

072（276）3644

一条の洋館セゾン

一条工務店

072（276）1911

i-smart

一条工務店

072（276）6355

井村木材の家 
“匠 - takumi -”

イムラ

0120（538）158

住み心地のいい家

アキュラホーム

072（276）6900

Doux（ドゥー）

紀州国土建設

072（281）8881

BF-Si

住友林業

072（276）7510

Be Dyne's
〈ビー ダインズ〉

積水ハウスグループ 

0120（15）6668

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（951）958

OMソーラー
「自然の住む家」

コアー建築工房

072（276）7780

xevo

ダイワハウス

0120（08）6688

エネージュ

ヤマト住建

072（276）6411

大人気の家  CoCo

レオハウス

072（270）3322

Smart One
All in One

桧家住宅 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

リフォー
ム

コーナ
ー開設

ご相談
の方

粗品進
呈中

21●日1/20●土

賞品の引き換えは1月2日（火）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
ユーハイム
バウムクーヘン

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

