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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

業界初※1の「全天候型3電池連携システ
ム」を備え、雨天でも約10日間の停電
に※2対応できる防災配慮住宅。電気を
「自給自足」して、災害時でもお客さまにとっ
て安全・安心な住まいをご提案します。
※1 2019年2月当社調べ（プレハブ住宅業界）
※2 水道・ガスが使える場合

住まいで思いきり楽器を演奏したり、ホー
ムシアターで楽しみたい方。ダイワハウス
の快適防音室をご提案します。

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

〒530-8241
大阪市北区梅田3-3-5
　  0120-590-956
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広告企画・制作／毎日新聞社営業総本部

アイダ設計が取り組む「いい家づくり」とは
お客様の理想の住まいを形にし、ご家族
の夢を叶え、心豊かに過ごせる生活空間
をご提供する事です。価格はもちろん、充
実の設備・こだわりの自由設計で、理想の
マイホームを実現。お客様が安心して暮ら
せる最長35年の長期保証。マイホ－ムへ
の安心が実感いただける一冊です。

注文住宅
総合カタログ

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー
2018優秀賞受賞。アイダ設計のZEH 住
宅ブラーボ ゼネクトは、「住まう人の健康」
「住まう家の健康」「住まう環境の健康」「毎
月のお金の健康」の4つの健康を叶えます。
この一冊で「4つの健康」を感じて下さい。

家族の健康を守る、
健康な家づくり
「ブラーボ ゼネクト」

アイダ設計が創業時から大切にしてきた
のが「丈夫で長持ちする家」をつくる事。住
まいとして基本性能を徹底的に追及する
のは、アイダ設計の家づくりの根幹です。
その取組の一つとして、自社でプレカット
工場を保有。直接木材を仕入れ、検査を
クリアした部材のみを採用しています。

「丈夫で長持ちする家」をつくる
構造カタログ

家族が集うリビングから機能的な収
納、吹抜などの空間まで実際に建てら
れた30のアイデアをご紹介いたします。
住み心地や使い勝手にこだわり考え抜
かれた「あったらいいな」を叶えるアイ
デアをご紹介。これからの住まいづくり
の参考にしていただきたい１冊です。

理想の間取りプランを作るためのアイデア集
「プラン スタイル ブック」

https://www.aidagroup.co.jp/

〒362-0048
埼玉県上尾市大字川286番地
 　  0800-888-8004
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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」

実際に積水ハウスが建てたお客様のお
住まいの暮らしの“ここち”を実感いただ
ける実例集です。

実例集
いえごこち

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
　   0120-31-0137（9：00～18：00／土・日・祝を除く）
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耐久性の高い家づくりだけでなく、住ま
う人の人生を思いながらさまざまなサー
ビスでサポートしていく。私たちが考える
ロングライフの思想がこの一冊に

ALL for LONGLIFE

https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/

日々忙しい共働き家族のために、ゆとりあ
る「家族時間」を生み出す工夫をご紹介。
間取りや設備機器、家事の合理化から育
児のしやすさなど、共働き家族研究所の
知恵がつまったカタログ

〒101-8101　東京都千代田区神田神保町1-105
神保町三井ビルディング
 　  0120-917-555

理想の暮らし
を見つけよう！

災害に備える家 奏でる家

10 共働き家族の住まいづくりアイデア
BOOK
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光や風を感じる開放的な暮らしを実現
した「アウトドア空間」のある家、家事や
子育てを楽しむ提案を盛り込んだ家。工
夫満載の実例集２冊セット

実例集
「アウトドア空間」＆
「家事・子育て」

8つの間取り事例で二世帯のメソッドを
徹底解説したプランブックと、新しい二
世帯家族の暮らし方を豊富な写真でご
紹介したフォトブックの2冊セット

二世帯住宅
プランブック＆
実例フォトブック
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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

エリート檜の骨太柱を贅沢に使った、本
格木造注文住宅です。地震に強い新木
造ストロング工法と、高断熱・高気密、太
陽光発電システム、冷暖房標準装備し
たZEH標準の快適住宅です。世代を超
えて住み継いでいただける本物の住まい
をお届けします。

檜の家・ZEHの家
快適住宅「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

日本ハウスがこだわる「檜品質」「ゼロエ
ネ品質」「快適品質」で、快適さと機能
性、品質にこだわる暮らし、住む人に優し
い平屋の家を提案します。動線がシンプ
ルで暮らしやすく、間取り設計の自由度、
採光性と風通しに優れた平屋の魅力を
お届けします。

平屋の家「悠華」
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（10：00～17：00／火曜・水曜定休日）

※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。 ※ご応募いただいた個人情報は、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、毎日新聞社では個人情報取り扱い指針にのっとり、厳重な管理のもと賞品の発送やマーケティング目的で保存、
利用します。 ※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。　

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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アンケート

03-6265-6837
「毎日新聞住まいのカタログ」係

https://with.mainichi.co.jp/
public/seminar/view/981

〒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・生
年月日・職業・メールアドレスを明記の上、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。

はがき

FAX

WEB

応 募 方 法
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2020年3月30日（月）必着応募締切

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。
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https://www.yamatojk.co.jp/

家族みんなが快適で健康に暮らせる全
館空調の家。ヤマト住建ならルームエア
コン1台で24時間365日、快適で省エネ
ルギーな住まいが実現できます！　快
適・健康・低コストの3つを兼ね備える
YUCACOシステムの秘密をマンガで分
かりやすくご説明いたします。

エアコン1台家全体を快適にする
全館空調
YUCACOシステム

高気密・高断熱なヤマト住建の基本性
能に加えて、全館空調YUCACOシステ
ムを標準採用した商品です。冬の廊下や
脱衣所、夏の玄関や2階も、家中ほぼ一
定の室温で快適に過ごせます。さらに花
粉やPM2.5を除去するフィルターユニッ
トの搭載で家族の健康も守ります。

全館空調の
ぬくぬく＆そよかぜ
ハウスカタログ

屋上庭園や2.5階建てスキップフロア、イ
ンナーガレージなど、暮らしが楽しくなる
工夫を凝らした建築事例をご覧いただけ
ます。「一人ひとりのお客さまの考えを大
切に」。ヤマト住建ではご家族のライフス
タイルにぴったりの暮らしを、豊富な経験
に基づいてご提案しています。

暮らしにあわせて選べる
建築実例集

資金計画や土地の探し方、参考プラ
ンなど、はじめて家を建てる方に必要
な知識やポイントを分かりやすくまと
めました。家づくりの参考にお役立てく
ださい。

はじめての家づくりに
欠かせない
家づくり
スターターセット
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https://www.yamatojk.co.jp/

〒110-0015　東京都台東区東上野3-37-9 かみちビル7階
ヤマト住建株式会社 東京支店
     0120-82-5516

住まいの
カタログ特集

（どれでもお好きなだけ）
住宅カタログ

（最多３社まで）
無料間取り設計 アマゾンギフトカード（Eメールタイプ）

2,000円分抽選で15名様
※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

アンケートに答えてプレゼント！


