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

Ees

住み心地のいい家

一条の洋館セゾン

「空間利用・収納」自信あります。

40周年記念特別キャンペーン

ご来場キャンペーン実施中！

①収納アイテム5点プレゼント！！

まだまだお得な太陽光発電。

一条HPからの来場予約で

家の温度差がなくなる全館空調。

クオカード1,000円分プレゼント！

今なら特別価格でご提案させて頂きます。

家づくりの情報満載「i-tab」貸出受付中！

アイ工務店 072（275）6668

アキュラホーム 0120（802）392

一条工務店 072（276）3644

i-smart

吉野杉の家

Doux（ドゥー）

地盤調査無料キャンペーン実施中！

「天然木のテレビボード」
プレゼント！

天然木家具プレゼントキャンペーン！

いくら耐震性が高くても、地盤が弱くては

11月末迄にご成約頂いたお客様に、

期間中にご成約いただきましたお客様には、

本当の強さは望めません。

イムラオリジナル「天然木のテレビボード」を

当社オリジナル天然木一枚板家具を

まずは、地盤調査から始めましょう。

お作り致します。

プレゼントいたします。

一条工務店 072（276）1911

イムラ 072（276）6355

OMソーラー「自然の住む家」

BF-Si

敷地調査と風土表作成を無料サービス

住友林業のリフォームの来場キャンペーン！

エコ内窓キャンペーン！！

あなたの敷地の日当たり・風通し、

期間中、
リフォームをご計画の方に、

断熱性能の高い樹脂製内窓を特別価格にて

その土地のもつ特徴をまず知ることから

無料耐震診断を実施いたします。

ご提供致します。最新省エネ住宅のご相談は

始めてみませんか？

詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。

積水ハウスグループへ。

コアー建築工房 0120（951）958

紀州国土建設 072（276）6900

Be Dyne's〈ビー ダインズ〉

住友林業グループ 072（281）8881

積水ハウスグループ 072（276）7510

Smart One All in One

エネージュ

95㎡コミコミ1880万キャンペーン！

太陽光発電10kWプレゼント！

今なら2台目のキッチン、
お風呂、洗面台等を

★限定5棟★Z空調もコミコミで

ZEH（ネットゼロエネルギーハウス）仕様の

98万円の特別価格でご提供！

95㎡迄のお家が1880万円（税抜）
で

住宅に太陽光発電システムを

期間中、現品を展示しております！

購入できるチャンス！早い者勝ち！

10kWプレゼント。

完全フル装備の家PLUS

〜プラス二世帯物語-PREMIUS.Ver
二世帯応援キャンペーン！2台目設備98万円

泉北ホーム 0120（15）6668

桧家住宅 072（270）3322

ヤマト住建 0120（08）6688

無 料 個 人セミナー

大人気の家 CoCo+（ココプラス）

期間中 土・日

関西エリア出店10周年記念キャンペーン！

参加された先着20組様に写真の本をプレゼント！

/29●

/28 ●

9

13時〜17時

PRESENT

9

土 13時〜17時

最大100万円相当のサービス。

一級建築士 による間取り相談会

司法書士相談

2020年3月末日までの引渡し条件になります。

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

土地や建物を売却したり、買った時の名義

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。

や登記のこと、土地や建物の相続について

ご成約のお客様に、

レオハウス 072（276）6411

9月14日・15日・21日・22日・28日・29日

堺 泉北住宅博の出展住宅メーカーでご成約をされた方

ご成約プレゼント

詳しくは
インフォメーション
まで

もれなくプレゼント！
カタログギフト

ウルアオギフトセレクション
『フロレンツィア』

予約のお申し込みはインフォメーションまで

ご相談いただけます。

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。

相談員：
司法書士
曽我 嘉晃氏

072-276-3600
ご利用ください

2019年度

堺市スマートハウス等導入支援事業について 『さかい子育て応援アプリ』
ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）補助金
ZEHを新築された方を対象に、その費用の一部を補助します。

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！
●病児保育施設の空き状況確認

スマートハウス構成機器補助金

●子どもの成長日記作成

た場合、その費用の一部を補助します。
また、太陽熱利用システム（強制循環型

●予防接種のスケジュール管理
など機能もりだくさんのアプリです。

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
「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!

システム）を設置された方に、設置費の一部を補助します。
●それぞれ条件が異なります。詳しくは下記へお問い合わせください。

抽選で1名様に！

堺市環境局 環境都市推進部 環境エネルギー課

〒590-0078

J C Bギフトカード

堺市堺区南瓦町3番1号

TEL:072-228-7548 E-mail:kanene@city.sakai.lg.jp

100,000円分

堺市 スマートハウス補助金

泉北1号線

インフォメーションに
ベビールーム完備

住まい の 工法

の手続きや遺言状の書き方などについて、

居住する住宅に太陽光発電システム、
エネファームや蓄電池等を複合的に設置し

さらに後日

日 13時〜17時

側道沿い、
「深井駅前北」交差点を南へ300m

検索

iPhone

Android

堺市子ども青少年局子ども企画課

TEL :072-228-7104
FAX:072-228-7106

新 築・建 替 え・リフォー ムを 応 援 する 総 合 住 宅 展 示 場
無料駐車場完備

■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

072-276-3600

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

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

