
後援　三条市 詳しくは
〒940-2402 長岡市与板町与板119番地
TEL（0258）41-5336　https://www.nrk-sogo.jp

〒955-8686 三条市旭町2-3-1
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モデルハウス合同見学会モデルハウス合同見学会 6/20sat ▶ 28sun
10:00～17：00

6/20sat ▶ 28sun
10:00～17：00

こだわりと個性に満ちた全18棟のライフスタイル提案

燕三条モデルハウス合同見学会

［全18棟］　完全予約制
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案内センター

三条看護・医療・歯科衛生専門学校三条市立大学

（株）桧家住宅　
〒375-0001 群馬県藤岡市中島450-1
TEL.0274-20-2000　https://www.hinokiya-group.jp

【DATA】
敷地面積：167.13㎡（50.55坪）
延床面積：109.30㎡（33.00坪）

Z空調で家中どこでも心地よく、しかも経済的な住まい。
◎全館空調システム標準搭載
◎ベビーカーも入る大型土間収納
◎雨の日も安心。ふわっと仕上がる
乾太君搭載
◎災害時も安心、食品パントリー付
◎カーポート2台分付

三井ホーム北新越（株）
〒959-1232 燕市井土巻3-21「NST燕三条ハウジングセンター内」
TEL.0256-47-5885　http://www.mitsuihome-hse.co.jp

【DATA】
敷地面積：166.34㎡（50.31坪）
延床面積：103.00㎡（31.15坪）

年中快適な家事楽の家
◎大きな吹き抜けを設けた開放的な
リビング
◎三井ホームの新しい全館空調シス
テムの家
◎いまどき家族の家事楽の家
◎小屋裏収納のある家
◎生涯コストを考えた安心快適な家

【DATA】
敷地面積：149.75㎡（45.29坪）
延床面積：115.92㎡（35.06坪）

【DATA】
敷地面積：151.10㎡（45.70坪）
延床面積：109.27㎡（33.05坪）

【DATA】
敷地面積：151.11㎡（45.71坪）
延床面積：110.46㎡（33.41坪）

【DATA】
敷地面積：151.12㎡（45.71坪）
延床面積：110.68㎡（33.48坪）

【DATA】
敷地面積：170.13㎡（51.46坪）
延床面積：130.00㎡（39.22坪）

【DATA】
敷地面積：195.96㎡（59.27坪）
延床面積：105.98㎡（32.00坪）

【DATA】
敷地面積：151.10㎡（45.70坪）
延床面積：118.00㎡（35.69坪）

【DATA】
敷地面積：202.38㎡（61.21坪）
延床面積：166.54㎡（50.37坪）

【ご予約にあたっての注意事項】
※ご予約は前日までに各ハウスメーカーにご連絡をお願い致します。（お電話の場合、9時～18時）※複数棟のご予約が可能です。※万が一、ご予約の時
間に遅れる場合は、事前に担当者までご連絡をお願い致します。※ご予約のお時間を過ぎてしまった場合、混み具合によっては見学時間に制限を設けさ
せて頂きます。（後日あらためて見学できる機会をご案内させて頂きます。）※ご予約のキャンセル・予約変更は前日までにお願い致します。※ネット予約
の場合、担当者から予約完了の返信が届きます。ご連絡がない場合は、お問い合せの上、ご確認ください。※プレゼントには限りがございますので、品切
れの場合はご了承ください。

来場予約からQUOカード進呈までの流れ

モデルハウスを
選びます

STEP.1
ハウスメーカーに
お問い合せ

STEP.2
日時を伝えて
ご予約確定
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住友林業（株）　
〒950-0925 新潟市中央区弁天橋通３-１-１５
フリーダイヤル［新潟］0120-559-226 ［長岡］0120-377-282　https://sfc.jp

【DATA】
敷地面積：154.77㎡（46.81坪）
延床面積：109.30㎡（33.05坪）

住友林業の都市型３階建モデルハウス
◎水平ラインを強調したスタイリッシュ
な外観
◎ウォルナットが醸し出す木質感と高
級感
◎床暖房と断熱グレードアップで冬も
快適
◎大人気！！キッチンハウスのオーダー
キッチン

セキスイハイム信越（株）　
〒950-0993 新潟市中央区上所中2丁目2番10号
TEL.025-281-8165　https://sekisui-hs.co.jp

【DATA】
敷地面積：154.75㎡（46.81坪）
延床面積：102.16㎡（30.90坪）

雨・雪の多い新潟県だからこそ、工場で作るセキスイハイムの木の家
◎花粉・微粒子を99.9％ブロックす
る空気工房（第1種換気）
◎２×６、約20ｃｍの壁厚・・・最大加
速度２,２0２ガルにも耐える！
◎プラスαの空間・小屋裏収納（床
面積含まれず、固定資産税も取ら
れません）

（株）イシカワ　
〒959-1232 燕市井土巻3丁目9
TEL.0256-61-1777　https://www.kk-ishikawa.com

【DATA】
敷地面積：151.11㎡（45.71坪）
延床面積：106.40㎡（32.18坪）

リアルサイズの住宅に収納とデザインのアイデアを盛り込みました。
◎シンボルツリーや門袖を活かした、
楽しいアプローチ動線
◎シューズクロークや小屋裏収納な
ど、使い勝手のよい収納計画
◎ナチュラルな雰囲気でくつろげるリ
ビングのインテリアデザイン

アサヒアレックスホールディングス㈱　
〒955-0091 三条市上須頃1256番地 ピュアハートビルディングⅡ 1F
TEL.0256-32-6511　https://www.asahi-alex.co.jp

【DATA】
敷地面積：151.12㎡（45.71坪）
延床面積：  98.54㎡（29.80坪）

STYLINGHOUSE　デザイン×性能×保証
◎『いすまど』でくつろぐ2階リビング
◎HOME IoT搭載の次世代スマート
ハウス
◎制震装置MIRAIE標準搭載
◎オールトリプルガラス樹脂サッシ標
準搭載
◎未来基準を超えるLCCM住宅

（株）OSCAR J.J　
〒955-0091 三条市上須頃土地区画整理事業施工地区内第5街区101番
TEL.0256-64-7355　https://www.oscarhome.co.jp
心落ち着く和モダンスタイル　収納・動線にこだわった住まい。

◎他社とココが違う！長期優良住宅＋
耐震等級３＋制震装置
◎キッチンへ直接繋がるインナーガ
レージ
◎リビングは吹き抜けに加え、ロフトに
も上がれます
◎リビングポケットなど収納を各所に
確保！

（株）永井建設　
〒950-1214 新潟市南区上下諏訪木829-9
TEL.025-373-2334　http://www.nagaikensetu.jp

セ レブママのシンデレラハウス
◎スキップフロアで変化のある空間構成
◎便利なファミリークロークと家事ラク回
遊動線

◎ゆったりとセカンドリビングのある寝室
◎6帖用エアコン2台で全館暖房できる
省エネ性能

◎空気がキレイな地中熱を利用した換
気システムを採用

（株）ユースフルハウス　
〒950-0964 新潟市中央区網川原1-17-7
フリーダイヤル.0120-315-781　http://yousefulhouse.com
永遠のボーイズ＆ガールズへ  耐震等級３  高気密高断熱の高品質住宅

◎家中が緩やかにつながるスキップ
フロアは立体的な空間が手に入り
ます。
◎アウトドアストッカーにはキャンプ道
具や自転車も楽々収納。
◎LDKと程よく繋がるフリースペース
はセカンドリビングや趣味部屋とし
てもOK。

㈱パパまるハウス
〒959-1232 燕市井土巻4丁目41番地
TEL.0256-61-0880　https://www.papamaru.jp
大型シューズクローク＆便利なママコーナー＆快適Z空調。

◎オールシーズン快適なZ空調。
◎便利なママコーナーで家事もラク
ラク。
◎広々玄関ホール+大型シューズク
ローク。
◎陽当り良好の大型バルコニー。

ダイエープロビス（株）
〒940-0016 長岡市宝4丁目2番地25
TEL.0258-24-1110　https://greenstyle-net.jp

お家へ帰ろう　家族で食べよう
◎ふっと腰掛けられるここちよさ
◎ながーい玄関土間
◎アオダモのある小さな庭
◎空が見える贅沢
◎「どこに」「なにが」「誰の」適大適所
の収納

坂井建設（株）　
〒955-0092 三条市須頃1-24
フリーダイヤル.0120-466-799　https://www.detail-home.com

和風素材を自由な発想でしつらえた家
◎間接照明が彩るくつろぎの空間
◎吹抜けから光が差し込む開放感の
ある暮らし
◎目線を気にせず暮らせるLDK
◎ホテルライクなライフスタイルを実
現

◎主婦目線の１０歩で終わる家事同
線

ミサワホーム北越（株）　
〒959-1232 燕市井土巻3-19「NST燕三条ハウジングセンター内」
フリーダイヤル.0120-391-330　https://www.misawa.co.jp

【DATA】
敷地面積：156.07㎡（47.21坪）
延床面積：111.16㎡（33.56坪）

心の豊かさを満たす未来を見据えた住まい
◎シーズンリビング20帖超、つながりを感じる空間
◎1.5階ホームコモンズ、踊り場を活かした学びの場
◎2階多目的空間、ファミリークローク
◎2.5階プライベートフロア、主室からビックバル
コニー

◎ミサワホームが開発した大収納空間『蔵』と高
天井リビングＨ=３０００

（株）モリタ装芸　
〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野4-18-10
フリーダイヤル.0120-918-077　https://www.dejimo.co.jp

暮らしにそっとよりそう35坪の四角いお家
◎ゆったり過ごせる広いリビング
◎機能的な間取り
◎オリジナルの造作家具
◎リビングと一体で使えるウッドデッキ
◎適所に設けた収納

タマホーム（株）　
〒940-2121 長岡市喜多町766-1
フリーダイヤル.0120-923-920　https://www.tamahome.jp
長期優良住宅認定住宅！ いくつになっても家族が触れ合える家

◎玄関先のフラットルーフは、雪や雨
を遮り、外観をかっこよく見せます
◎広々ゆったりなLDKには小上がり
の畳コーナーも設置
◎全室に明るい日が射しこむよう南、
東面に窓を取付

ハーバーハウス（株）　
〒955-0092 三条市須頃1丁目32-2
フリーダイヤル.0120-668-847　https://www.herbarhouse.jp

【DATA】
敷地面積：154.76㎡（46.72坪）
延床面積：130.73㎡（39.46坪）

7280スパンの大開口インナーガレージハウス。
一般的な門型フレームでは無しえな
かったスパン（7280のスパン）を可能
にした大開口インナーガレージです。
HHの構造計算で独自の構造梁を採
用したことにより、大開口を実現。車2
台が楽々入る設計になっています。

ハーバーハウス（株）　
〒955-0092 三条市須頃1丁目32-2
フリーダイヤル.0120-668-847　https://www.herbarhouse.jp

【DATA】
敷地面積：154.78㎡（46.72坪）
延床面積：112.05㎡（33.82坪）

プライバシー重視のコートハウス
外からの視線が遮断されたプライバ
シーがしっかり守られた庭、それに面す
る大きな開口はウッドデッキへとつな
がり、光や風はもちろんの事、人の出
入りも自由にできる外部空間です。

（株）ステーツ　
〒959-1232 燕市井土巻5丁目11番
TEL.0256-64-8133　https://www.states.co.jp

【DATA】
敷地面積：154.76㎡（46.81坪）
延床面積：112.89㎡（34.14坪）

素材感のある空間に光が降り注ぐ家。
◎分譲地でも明るい空間を造るための吹き抜け
◎様々な樹種の木材を使用し、素材感を出した
内装

◎タイル張りや折下げ天井で特別感を演出した
キッチン

◎暖房空間で生活できる1階～2階ホールの構
成

◎一部特殊素材の外壁材でデザイン性の演出

県央店兼
モデルハウス

当日来場で
プレゼント!

STEP.4

来場予約された方に来場予約された方に
QUOカード1,000円進呈！QUOカード1,000円進呈！

来場予約特典 各社先着30組様限定


