スマホ限定来場プレゼント！

click

賞品の引き換えは 9 月 7 日（土）〜 29 日（日）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。

スマホワイヤレス充電器

住宅取得支援制度

さらに、消 費 増 税 後も安 心！

直 前キャンペーン！
消費増税

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。

モデルハウスで
期間限定サービス企画を実施！
特別価格やプレゼント、モニター募集などを実施。
詳しくはモデルハウススタッフまでお気軽におたずねください。

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

http://www.mlit.go.jp

詳しくは 国 土 交 通 省のH Pまで

長期優良エコ住宅「3階建ての住まい」

FREX monado

FREX RESIDENCE

土地探し無料相談会開催中！

屋上アウトドアリビングフェア！

屋上利用キャンペーン！

土地専門スタッフが、
ご予算に合った土地をお探しします。

屋根活用しませんか！

屋上にソーラー、屋上でBBQ…等、

資金相談も専属FPがライフプランを提案します。

屋上アウトドアリビングで快適な空間を無料サービス中！

屋上で出来ることを特別価格でご提供します！

アキュラホーム 0120（418）050

旭化成ヘーベルハウス 06（6634）2793

旭化成ヘーベルハウス 06（6634）9748

i-smart

外断熱の家「Kurumu（来夢）」

Proudio BF（プラウディオ ビーエフ）

ご来場キャンペーン実施中！

ロフト空間をプライベートルームに！

契約特典として環境機器特別価格にてご提供

一条HPからの来場予約でクオカード1,000円分プレゼント！

外断熱だからこそ出来るロフトの快適空間を

期間中、限定3組様。環境機器を特別価格にて

家づくりの情報満載「i-tab」貸出受付中！

1ヵ所サービス！

御提供致します。詳しくは展示場までお越し下さい！

一条工務店 06（6630）7723

小林住宅（創建グループ）06（6634）1332

住友林業 06（6631）6607

パルフェ-JX

イズロイエ

BIENA

防災・ゼロエネルギー住宅キャンペーン！！

積水ハウスサマーキャンペーン

3階建モニターキャンペーン

大容量ソーラー・HEMS・蓄電池・トライブリッドパワコン・

積水ハウスのプレミアム外壁ダインコンクリートを

期間中、
キャンペーンにお申込みいただいたお客様に

飲料水貯留システムを特別価格でご提供致します。

期間限定で特別価格にてご提供いたします。

特別価格にてご提供致します。

セキスイハイム 06（6649）8161

積水ハウス 06（6644）1561

積水ハウス 06（6644）5877

「完全フル装備の家」

xevo 03

グリーンエコの家

【無料】敷地調査サービス

大阪エリア限定特別価格キャンペーン！

みんなの声でできた家
ZEH断熱性能はもちろん、ハイグレードな設備が全て標準。

快適な住まいづくりは、土地が鍵。家づくりをはじめる前の、

ZEH仕様の高断熱住宅を大阪エリアで建築予定のお客様に

今なら太陽光キャンペーン実施中！！

ささやかなおもてなしの準備として！！

特別価格にてご提供します。先着3名様限定です。

泉北ホーム 0120（63）6668

ダイワハウス 06（6633）1620

タマホーム 0120（985）037

ビューノ5

しっくいの家

URBAN DESIGNERS VikiFEMY

創業54周年記念モニターキャンペーン

令和元年特別限定キャンペーン企画

強さと暮らしやすさ体感フェア 実施中
構造現場や完成実例を巡る体感バスツアー、
セミナーを

期間中ご成約頂いたお客様に 自然素材 の質感に合う

一歩先の住性能を追求し開発した新構法

毎月開催！お楽しみプレゼントをご用意しております。

住宅設備をプレゼント！詳しくはスタッフまで。

「CENTURY MONOCOQUE」を特別価格にてご提供致します。

パナソニック ホームズ 0120（887）462

町田工務店 0120（59）4911

アバン・リッシュ

YOUR SIGN

Felidia（フェリディア）

「全館空調」無料設置キャンペーン

スマート設備プレゼント！！

なんば店限定エネファームキャンペーン

暑い夏でも「快適」
「爽快」全館空調システムを

健康空調＋エネファームor太陽光（4kW）
をプレゼント！

エネファームを特別価格でご提供。
さらに床暖房・

無料設置致します。

究極の快適空間を実現します。

ミストカワック・ガラストップコンロも特別価格サービス中！

三井ホーム 06（6645）7731

泉北ホーム
2019 年11月
オープン予定（2棟目）

大阪ガス

ミストでマイホームエステ
ミストカワックの展示
インフォメーションで
最新のキッチン設備を体験

ミサワホーム 0120（295）330

三井ホーム 06（6649）3931

ヤマダホームズ 06（6630）7166

無 料 個 人セミナー
期間中 土・日

13時〜17時

一級建築士による
間取り相談会
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。

9月14日・15日・21日・22日・28日・29日

阪神高速なんば出口右折スグ。
「ヤマダ電機LABI1なんば」南側

参加された先着20組様に写真の本をプレゼント！

/21●
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土 10時〜16時
（予約優先）

住宅購入 の
適正資金計画
家計術を伝授し、安心できる住宅購入の
資金計画を提案いたします。

当日以外の個別相談も承ります。

あなたの未来をライフシミュレーション

ご都合の悪い方は、
インフォメーション
（06-6632-3100）
へ

住宅購入の第一歩は適正資金の割り出し
からです。金融のプロが不況を乗り切る

で見ませんか？

/29●
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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3支社
〒530-0001
大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENT14Ｆ
電話：06
（4797）
1726 FAX：06（4797）
1727
登録No.SL17-1970-0016
相談員：ライフプランナー 王 義雄氏

予約のお申し込みはインフォメーションまで

「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!

PRESENT

日 13時〜17時

住まい の 工法

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。

お申し込みください。

06-6632-3100

3階建、5階建 を含めた 多彩 なモデルハウスが揃う 都市型住宅展示場
インフォメーションでアンケートご記入の方に 2時間無料駐車券発行

■ 開場時間10時〜18時 インフォメーションは無休
■ 曜日によりご覧いただけないモデルハウスもあります

06-6632-3100
なんば
EKIKAN

WEB
住宅博

〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1丁目1-1
企画・運営／電通・アドバンス開発
後援／大阪府・大阪市・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

