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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、家
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

猫や犬が安全・快適に楽しんで暮らせる
家づくりのアイデアが満載。一緒に暮ら
すうえで知っておきたい習性や行動もご
紹介しています。

猫と暮らす家
犬と暮らす家

https://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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木下工務店が選ばれる最大の理由は
「デザイン性に優れた高品質な住まい
を、適正な価格でご提供できること」で
す。マイスターの確かな技で、断熱性能
や耐震性能も兼ね備えた安心・快適な
住まいをご提供します。

高性能な木の住まい
「テクノロジーガイド」

２階建て・3階建て・平屋、単世帯・二世
帯・併用住宅など、大きさも約25坪～
125坪までとバリエーション豊富です。
木下工務店が完全自由設計でお手伝
いした16邸の夢のカタチを、お客様・担
当者のコメントと共にご覧ください。

写真と間取り図で紹介
「建築実例集」

間取りや収納の工夫と共に、高性能
な設備・仕様によって、ZEH（ネット・ゼ
ロ・エネルギー・ハウス）にも対応する
経済性や快適性も備えた住まいをご
提案します。創業60周年記念商品カ
タログです。

ずっと暮らしやすさが続く
「グラシヤス」

設計士の手描きによる味のある間取り
図と外観パースで、大きさやデザインコ
ンセプトも様々な全38プランを集めまし
た。2階建て・3階建て・平屋と階数別
に分かりやすく纏められた、木下工務
店の自由設計プランコレクションです。

自由設計プラン集
「キノシタズ
  コレクション」

木の魅力をふんだんに活かし、木の優しさ
で暮らしにうるおいをもたらす「住友林業
の家」。木の特性を活かした設計デザイン
や、注文住宅ならではの柔軟な設計力、
独自の設計手法「涼温房（りょうおんぼ
う）」など、家づくり、そして環境に対する取
り組みを詳しくご紹介します。

総合カタログ
「住友林業の家」

https://sfc.jp/ie/

大地に根をはる平屋の住まいは、四季を
楽しみ、家族の気配を感じながら、のびや
かに暮らすことができます。住友林業の
『GRAND LIFE』では、庭に寄り添う暮ら
しや家族のちょうどいい距離感など、暮ら
し方やご家族の理想に合わせて選べる
「平屋」4タイプをご提案。

平屋を選ぶ、という贅沢。
「GRAND LIFE」

共働き家族のリアルな声から生まれた、仕
事も家庭も無理なく両立できる家。サクッ
と時短ができる「サク家事」、共に家事を
楽しむ「トモ家事」、進化した機能を活用す
る「シン家事」など、間取りや収納、設備の
多彩なアイデアで、毎日忙しい共働き家
族を応援します。

共働き家族の家
「DUE CLASSO」

収納が大事なのはわかるけど、どうすれば
いいのかわからない…。そんな声に応えた
アイデア満載の収納力UP読本「seilist
（セイリスト）」。片付け上手になるコツや、
「収納」にまつわる工夫をご紹介します。
ラクしてキレイになれる理想の収納を
一緒に計画しましょう！

収納力UP読本
「seilist」

〒100-8270
東京都千代田区大手町1-3-2経団連会館
TEL 0120-21-7555（受付時間 9：30～17：00）

http://www.kinoshita-koumuten.co.jp/

〒163-1309
東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー9階
0120-123-726（受付時間 9:30～18:30、土日祝は定休）
※施工エリア：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

広告 企画・制作／毎日新聞社営業総本部
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鉄骨1・2階建ての商品ラインナップをご
紹介。幅広いテイストや仕様を確認いた
だくのに最適です。

鉄骨住宅
「住宅総合カタログ」

http://www.sekisuihouse.com/

木造1～3階建ての商品ラインナップ
をご紹介。シャーウッド独自の品質、豊
富なデザインをお確かめ下さい。

木造住宅
「シャーウッド
総合カタログ」

オリジナル重量鉄骨構造「フレキシブルβ
システム」でフレキシブルな空間と高い耐
震性を兼ね備えた3・4階建て住宅を実現
します。

積水ハウスの3･4階建て
「ビエナ」

仕舞い上手な収納３姉妹が紹介す
る収納計画のポイントをまとめたカタ
ログです。

３つのクロークで
収納問題を解決
「収納3姉妹」

〒107-0052
東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ12階
TEL 0120-31-0137（9：00～18：00／土・日・祝を除く）

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○○m2

ウ．○○区・市・郡で購入希望○○m2
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「毎日新聞住まいのカタログ」係

https://www.mainichi-ks.jp/
form/sumai1902/

※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。

■ アンケート
応 募 方 法

2019年3月27日（水）必着応募締切

はがき

FAX

WEB

住まい選びをお考えの方に、
気になる情報満載のカタログをご紹介します。

特集住まいのカタログ
理
想 の 暮 らし を 見 つ け よう！

アンケートの応募方法は
このページの右下を
ご覧ください

住宅カタログ
どれでもお好きなだけ

無料間取り設計
最多３社まで

図書カード2000円分
抽選で15名様

アンケートに答えて
プレゼント！

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

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。

住まいの実例集
たったひとつの
「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
さまざま。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」

※当選の発表は商品の発送をもって
　かえさせていただきます


