
檜の家やまと「館」「華」は、国産檜４寸
柱の構造に加え、内装仕上げに檜を用
いた「檜の家仕様」とエネルギー自給自
足を可能とする「ZEHの家仕様」を標準
採用。本格木造注文住宅の伝統と現代
の技術を融合した本物の住まいづくりを
お届けします。

檜の家 やまと
「館」「華」

日本ハウスHDが提供する檜の家の実
例集。住まう人の心に寄り添い生み出さ
れた数々の名作住宅をご紹介。「和風モ
ダンの家」「伝統的な洋風住宅」「モダン
な住宅」をはじめ、檜が薫る日本の住まい
での暮らしをイメージできる実例集です。

住宅実例集
秀作百家Vol.３

注文住宅のノウハウを持って、高品質な
増改築を行い、既存住宅を再生させて
新しい夢ある暮らしの実例提案カタログ
です。築年数に応じたご提案から、耐震
や省エネ等の性能向上、ライフスタイル
に合わせたリフォームなど、実例を交え、リ
フォームの疑問にお応えする一冊です。

リフォーム提案
カタログ

日本ハウスHDがこだわる「檜」。高い耐
震性能に制震性能をプラスした「グッド
ストロング工法」。お客様の住宅に関す
る材料や工法の疑問にお応えする内容
です。「檜品質」にこだわった本物の住ま
いづくりのヒントが満載の一冊です。

檜品質
テクニカルガイド

一邸一邸を完全自由設計でつくりあげる
｢住みごこちのいい家｣｡住まう人の暮ら
しに寄り添い、オーダーメイドの｢住みごこ
ち｣をデザインします｡光や風を感じる住ま
い､家事が楽しくなる住まい、ずっと安心
が続く住まい… そんな理想を叶えた先に
ある｢豊かな暮らし｣を描いた一冊です。

アキュラホーム
総合カタログ

光あふれるリビング、家族が自然と集う住
まい、自分だけの趣味空間…オーナー様
それぞれのこだわりが詰まった実例をご
紹介。間取りはもちろん、メーカーを決め
た理由、ご入居後に感じた住みごこちな
どのリアルな声も掲載。家づくりの楽しさ
を感じられる一冊です。

たったひとつの
住まい実例集
「WAGAYA」

１階と２階の間に中２階フロアをプラス。
季節物の衣類や家電、アウトドア用品な
どをまとめて収納したり、趣味のものや思
い出の品をディスプレイしたり、使い方は
様々。プラスアルファの空間がもたらす
ゆとりある住まいで、さらに自由な暮らしを
楽しみませんか。

中二階がもたらす
ゆとりある暮らし
「大収納のある家」

「同居タイプ」から「完全分離タイプ」ま
で、さまざまな二世帯住宅のタイプをご紹
介。参考プランやオーナー様の声もご覧
いただけます。お互いのプライバシーや
生活スタイルの違いに配慮しながら、快
適に暮らすためのアイデアが盛りだくさ
んです。

楽しい・安心・経済的
「二世帯住宅」

http://www.aqura.co.jp/
（10：00～18：00）

〒162-0234 東京都新宿区西新宿2-6-1
TEL 0120-004-383

https://www.nihonhouse-hd.co.jp/

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋４丁目３番８
日本ハウスＨＤ飯田橋ビル
TEL 0120-52-6868

理想の暮らしを見つけよう！
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（抽選で15名様）

●  図書カード
2000円分

（最多３社まで）
● 無料間取り設計

● 住宅カタログ
（どれでもお好きなだけ）

外壁タイルや末永く暮らせる品質・性能
が魅力のクレバリーホームの住まい。「総
合カタログ」では、ハイグレードモデルか
ら、家事ラク・子育て、収納、二世帯住宅
にいたるまで、ご家族構成やライフスタイ
ルに合わせた多彩なラインアップをご紹
介しています。

外壁タイルの住まい
「総合カタログ」

住まいに求められる全ての要素に妥協
なくこだわった、ハイグレードモデル「Vシ
リーズ」。外壁タイルが映える格調高い
外観をはじめ、デザイン性に優れたインテ
リアや暮らしやすさに配慮した間取りな
ど、本物だけを追求した上質な住まいを
ご覧いただけます。

ハイグレードモデル
「Vシリーズ」

優れたコストパフォーマンスと、先々の暮
らしまで考えた性能。その両方を兼ね備
えたのが「CXシリーズ」。外壁タイルはも
ちろん、強靭な構造、住宅性能、設備・仕
様にいたるまで、すべてにおいてバランス
のとれた、安心・快適の住まいを実現す
る一冊です。

ベストセラーモデル
「CXシリーズ」

家事や子育て、仕事に忙しい女性の声
から生まれた、ゆとりと笑顔を育む住まい
「シュフレ」。家事ラクや子育てのしやす
さにこだわった動線・間取り、適材適所
の収納計画など、女性目線ならではのア
イデアの数 を々、ぜひ住まいづくりにお役
立てください。

家事・子育て応援
「shufule（シュフレ）」

http://www.cleverlyhome.com/

〒299-1144 千葉県君津市東坂田4-3-3 4階
TEL 0120-474-908
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03-6265-6837
「毎日新聞住まいのカタログ」係

https://www.mainichi-ks.jp/
form/sumai1802/

※カタログは各住宅メーカーから送られます。 ※各社担当者より資料・サービス等のご案内がいく場合があります。 
※個人情報は請求先各社に渡された後は各社の責任において管理されます。 ※各社の個人情報利用目的については各社ホームページをご覧ください。

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17
千代田会館5階 毎日企画サービス

氏名（ふりがな）・郵便番号・住所・電話番号・年齢・職業
を明記の上、アンケートにお答えいただき、はがき、
FAX、WEBのいずれかでお申し込みください。

WEB

FAX

はがき

応募締切 平成30年3月27日（火）必着

建築予算は？
○○万円程度

6 住居形態は？
ア．単世帯　　イ．二世帯以上 
ウ．店舗・賃貸併用
エ．未定 オ．その他（具体的に）

建築予定時期は？
ア．１年以内 イ．１～２年以内
ウ．２年以上先 エ．未定  オ．計画なし

ご希望のカタログ番号を
お好きなだけお選びください。

無料間取り設計を希望される方
は最多３社までお選びください。
※希望者には各社担当者から直接ご連絡いたします。

建築予定地は？
ア．現住所　イ．○○区・市・郡に所有○○㎡
ウ．○○区・市・郡で購入希望○○㎡
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アンケート
応募方法

高い天井がかなえるゆとりの空間
が特徴である「xevoΣ（ジーヴォシグ
マ）」。先輩オーナー様が実際にご自
宅に取り入れた住まいのポイントを
集めた実例集をプレゼント。ぜひ、こ
の機会にお申し込みいただき、住ま
いづくりの参考にお役立てください。

“間取り付き”実例集
3冊セット

戸建住宅の一部に賃貸住宅をプラスし
た建物。家賃収入を生み、建替えや相
続する場合にもさまざまなメリットがあるた
め、注目されています。

ダイワハウスの
賃貸併用住宅

家づくりには欠かせないキッチンのポイン
トを6つのライフスタイル別にご提案。
キッチンにこだわりたい方はもちろん、こ
れから家づくりを始める方におすすめの
一冊です。

キッチンスタイル
ブック

住まいに工夫があれば、子育てを楽しむ
ゆとりがふえて、のびのび自由に成長で
きる。ママやパパ、子どもにとっても、かけ
がえのない子育て期を、うれしい未来に
つなげるために。住まいにできること、サ
ポートします。

子育てする
イエのこと

http://www.daiwahouse.co.jp
（9：00～21：00）

〒530-8241
大阪市北区梅田3-3-5
TEL 0120-590-956
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間取り設
計

プレゼント

商品ラインアップやこだわりの空間デザ
イン、3階建てや屋上利用など、多彩な
設計ノウハウから60年以上安心して暮
らせるサポート体制までご紹介。暮らしの
イメージ がふくらむ一冊です。

ヘーベルハウス
総合カタログ

心地よさに包まれる勾配天井の吹き
抜け空間と、使い方を自由に楽しめる
ロフトのある家。愛らしい外観フォルム
と遊び心を忘れない新しいハウスデザ
イン。暮らしを楽しむヒントが詰まった1
冊です。

勾配天井と
ロフト付きの家
「CUBIC roomy」

二世帯住宅で暮らす人のライフスタイル
を全164ページのフォトブックにてご紹
介。親世帯、子世帯、それぞれが快適に 
過ごす間取りの秘訣や、ノウハウを凝縮
したカタログも合わせてプレゼント。

二世帯住宅
カタログセット

「家事・子育て」「吹抜け・中庭」「趣味・ 
インテリア」など、多彩なライフスタイルを
叶えた実例30邸を豊富な写真と間取り
でご紹介。カタログ3冊セットにしてお届 
けします。

最新実例集
「HOUSING
  STORY」
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間取り設
計

プレゼント

間取り設
計

プレゼント

間取り設
計

プレゼント

住まいのカタログ特集 アンケートに答えて
プレゼント！

http://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/
（10：00～17：00／火・水曜日定休）

〒160-8345
東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル
TEL 0120-917-555


