東京で家づくりのお手伝いを続けて39年目。
信頼と実績を重ねながら常に進化するモデルハウスが

WELCOME EVENT

ご家族でお楽しみいただける
多 彩 なイベントを開催!

フェアイベントは屋外の開放的なスペースで行います。
是非ご家族お揃いでご来場ください。イベント内容に
よって使い切り手袋をご用意しております。

※人数制限のあるイベントへのご参加には、下記のプレゼント抽選会参加の際にお渡しするイベント参加券等をご利用ください。※参加無料 ※掲載写真・イラストはイメージです。※食材は、無くなり次第終了となります。
※イベントは天候その他の都合により中止または、内容が変更となる場合があります。※お子様だけのご来場、およびイベントの参加はご遠慮ください。※イベントへのご参加はフェア期間中、1家族1組1回に限らせていただきます。※詳細はお問い合わせください。

皆様の安心を実現します。

6 7 13 14 20 21
土

日

土

日

土

7

各日先着70名様

日

時間／午前11時〜

ホッとひと息！

ホットドリンク または
シャトレーゼの
お菓子サービス

ふっくら焼 わさび海苔

揚げ餅 焼きとうもろこし

茶

COFFEE

世界のゲームが大集合！

日

ワールドカーニバル
ゲームツアー
各ゲーム先着50名様

TEA

時間／午前11時〜午後5時

※各品数には限りがあるためお選びいただけない場合がございます。

6

いろんなゲームで思いっきり遊ぼう！

パターゴルフに挑戦して
カップに入った数に応じて、
パターゴルフに挑戦 !!
ドリップコーヒーなどの
素敵な景品をプレゼント！ 景品をプレゼント。
先着３0名様 時間／午前11時〜

ナイスショット！

土

み
お 楽し ト
ゲッ
景 品 を ！ ②ジャンピングフルーツ（マレーシア）
①ガンマンシュート（アメリカ）
しよう

ご家族
連れの方
限定

目指そう

全球

！
カップイン

いろいろな南国のフルーツをハンマーで
飛ばして、かごに入れよう！

カウボーイ気 分で射的にチャレンジ！

13

キッチンや食卓の
雰囲気、空間のつながり、
家事がしやすい動線など、

土

先着３0名様
時間／午前11時〜

晩酌にぴったり！

大人のサイコロゲームで
地酒ミニボトルなど
素敵な景品をプレゼント！

サイコロゲームにチャレンジ！
出た目に応じて、
大人の晩酌にぴったりな
地酒ミニボトルなどを
もれなくプレゼント！

実物のモデルハウスを

見て、触れて、実感して、
家づくりのリアルがわかるのが

ご家族
連れの方
限定

14

ご家族
連れの方
限定

日

ふれあって、癒されて！

秋の赤ちゃん動物大集合

先着50名様
時間／午前11時 〜 午後5時

可愛い動物たちにおやつをあげたり記念撮影ができます。

ご家族
連れの方
限定

上手に転がしてゲットしよう！

住宅展示場のいいところ。
具体的な提案や充実の
情報でお応えします。

挑戦！

家づくり 実感
6

土

7

13

日

11月

フェア
土

14

日

建て替え

相続相談 から 土地情報

20

（霜月）

20

土

直接の質問相談で納得の家づくり
新築

普段はできない貴重な体験！

ジャンボ
サイコロで

資産運用 までおまかせ！

21

土

①ヤギ ②うさぎ ③モルモット ④ひよこ ⑤リクガメ
⑥ジャンガリアンハムスター ⑦手乗りインコ ⑧パンダマウス

※当日の動物体調・天候により内容を変更する場合がございます。
【第一種動物取扱業登録証】株式会社ミルク動物園／稲敷郡美浦村舟子2639／展示／茨城県第1411号／馬場光弘／有効期限平成29年3月8日から令和4年3月7日

狙いを定めて投げよう！

ビーンバッグを投げて
素敵な景品をプレゼント！

21

ご家族
連れの方
限定

日

うまく荷物を運ぼう！

働く車RCでお仕事体験！

先着30名様 時間／午前11時〜

RCホイールローダーと
ショベルカーで荷物を運ぼう！
うまくできた方に
働く車RCをプレゼント！

先着30名様 時間／午前11時〜

ビーンバッグを籠に投げ入れるゲームで
盛り上がろう！得点に応じて、
カップスープなど
素敵な景品をプレゼントいたします。

日

ふれあい動物リスト

ご家族
連れの方
限定

参加賞
す！
ありま

購入支援策について
裏面をご覧ください。
〈 支 援策には期限があります。〉

上手にできるかな？

皆様にご好評のWEB予約受付はこちら

家族みんなで楽しもう！

練馬住宅展示場
展示場の予約フォームからお申し込みいただけます
展示場の
予約フォームから
ご予約の方

モデルハウス見学予約はメリットいっぱい

住 まいの
ほ んとの
と こ ろ

ご予約に合わせたスムーズな対応で

事前に相談内容を伝えていただくと

待ち時間なく見学できる

資料を揃えて打ち合わせできる

仕事・家事・育児で忙しい方も

一人一人違う家づくりの悩みを

自分の時間を有意義に使えます

すぐにきちんと相談できます

新型コロナウイルスに
伴う皆様へのお願い

&

事前予約特典

クノールⓇ カップスープ プレミアム

PRESENTご来場の皆様に素敵なプレゼントをご用意！
モデルハウスをご見学後お客様に抽選券を進呈。抽選会場にて抽選のうえ、ご覧の賞品が当たります。抽選時間／午前10 時 〜 午後 6 時

A

選んでもらえる美味！

タカシマヤ ローズ
セレクション

ぐるめ百華

賞

全国津々浦々のおいしい「食」を
取り揃えたカタログギフト。
本場の新鮮食材や絶品グルメが満載。
お好きな美味を選べます。

QUOカード

1,000円分

B
賞

手からキレイに！
Toffy

オートソープ
ディスペンサー

手をかざすだけでハンドソープが
自動で出てくるディスペンサー。
タッチレスなので接触感染を
予防して衛生的です。

もらえる！

※プレゼントは初回のご予約に限り、1家族につき1回のみに限らせて
いただきます。※複数のモデルハウスをご見学された場合でもプレゼ
ントは１回のみとなります。※2021年11月30日までにご来場いただ
いた方が対象となります。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、政府及び自治体の方針に基づき、下記の点についてご協力ください。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
●ご来場の際には、
マスクの着用や手洗い・消毒にご協力ください。●発熱や体調不良の症状がある場合には、来場をご遠慮ください。●モデルハウ
スや場内スタッフがマスク・手袋などを着用して対応させていただく場合がございます。●感染拡大の情勢の変化に応じて、
キャンペーン等開催時には
イベントを中止・変更する場合があります。●臨時休業するモデルハウスもございますのでご来場の際は予めお電話でご確認の程お願いいたします。

各賞品は都合により変更となる場合があります。 ※抽選はフェア期間中、1家族1組1回に限らせていただきます。

C

本場韓国の味！

住まいのアンケートプレゼント！

今後の運営に役立てるためにアンケートのご協力を
お願いする場合がございます。 ※1家族1回

賞

Cook Do Ⓡ
コリア！

お子様
お楽しみくじ！

豆腐
チゲ用

ブロック玩具など
うれしい景品が当たります。

からくじなし!
地魚干物

柿の葉寿司

本場韓国の辛味みそコチュジャンを使った、
コクと辛さが特長の豆腐チゲの素です。

牛タンシチュー

有 力 住 宅メーカー が 勢 揃 い

ホームページ で ハウジング

旭化成ヘーベルハウス／住友不動産
住友林業／セキスイハイム
積水ハウス／日本ハウスホールディングス
パナソニック ホームズ／三井ホーム

会場

練馬区豊玉北 3 - 19

現地管理事務所

TEL : 03 - 3948 - 6533

小学生までのお子様を対象とさせていただきます。

ht tps : // www. habita 21. com
右記コードを携帯電話、スマートフォンのカメラで
読み込めば、詳しい会場情報をご覧になれます。

で
ほんとの 家 づくりを

実感

暮らし方 や 働き方 の 変 化 に 合 わ せ て、
わ が 家 に 求 め るも のも変 わってきています。

これ からの 家 づくりを後 押しするポイント
押しする

高性能・高耐久住宅の家づくり
気密性と断熱性をUP

構造の安全性を考える

家を長持ちさせる秘訣

家の過ごしやすさを左右する
気密性・断熱性がポイント。
素材や換気にこだわりましょう。

地震への備えは大切な性能のひとつ。
土地や基礎に合わせた構造を
考えることが重要です。

湿気・サビ対策のほか、
風通しやメンテナンスのしやすさが
家を長持ちさせる秘訣です。

断熱材や複層ガラスなどで
冷暖房効率をアップ

土地や基礎に合わせた
耐震・免震・制震構造

水に強い外壁材や塗装材で
湿気を溜めずサビさせない

自然素材や計画的な換気で
シックハウス対策

耐震ラッチや家具の固定で
二次災害に備える

床下や天井などの要所に
あらかじめ点検口を設置

冬も暖 かく
快 適 な 家 に！

災 害 時も
安 心 の 家 に！

快 適 が 続く
丈 夫 な 家 に！

国による支援策にプラスして都の助成や低金利が揃い、住宅取得に追い風が吹いています。

延長

贈与税非課税枠
父母や祖父母等から住宅資金贈与

省エネ性能の高い

を受けて消費税10%で

「東京ゼロエミ住宅」の

住宅を取得した場合、

認証を受けた新築住宅を

最大1,500万円まで非課税になります。

条件を満たして都内に建てると

これ から の 家 づ くりに ぜ ひ 活 用してください。

旭化成ヘーベルハウス
フレックス
【鉄骨系住宅】

内覧動画は
こちら▶

Tel :03-3948-8701

住友不動産
J・URBAN【ツーバイフォー住宅】

1％台の低水準で
推移しています。

※2021年10月時点の情報です。※詳細や条件などは、
ご来場のうえ各モデルハウスにお尋ねください。

セキスイハイム

内覧動画は
こちら▶

BF-耐火 ラーメン構法【木質系住宅】

Tel :03-5912-2811

住宅ローンの
金利は近年、

立地、
メーカー、プランなど、時間をかけて考えたい注文住宅の家づくり。
より充実した支援策と低金利が揃う今から計画的にはじめると安心です。

住友林業

内覧動画は
こちら▶

低金利

助成金が交付されます。

※合計所得金額1,000万円以下の場合、
床面積要件が40㎡以上に緩和。

多 様 な ニーズ に 応 える 住まい の 新しいアイディア を、
実 物 の モ デル ハウスを 見 学して、実 感して、

東京ゼロエミ住宅

2021年12月末までに契約した方

デシオ【鉄骨系住宅】

Tel :03-3993-3290

内覧動画は
こちら▶

Tel :03-5946-3771

理想の住まいづくり
相談会

タワーマンションを
注文住宅に

憧れのタイルの家。趣深く、
そして華やかに

最先端の工場でオーダーメイド！
品質に自信

二世帯住宅や賃貸住宅など、

大地震にも耐えられる耐震性能、

フランクロイドライト建築を

耐え抜くだけではなく、

多様化する住まいの

防火地区にも対応の

モチーフとした当展示場は、

災害時もその後も長く

ご要望を実現するご提案を

耐火構造と長期保証。

こだわりある内外観

ずっと余裕で暮らせる安心の住まい。

させていただきます。

その上でハイグレードの住宅設備、

クラシカルなデザインを実現。

強いだけではなく美しさも備え、

住まいづくりに関する

斬新なデザインを実現出来る

その他展示場にない

変わり続けるライフスタイルにも

お困りごとがございましたら、

コストパフォーマンスが、

唯一無二の作りと

世代を越えて対応し続けます。

いつでもご相談

住友不動産です。

なっています。

是非ご覧下さい。

お待ちしております。

家づくりのスタートに
本物の建築をご体感下さい。

積水ハウス
マキシオ
【木造軸組住宅】

より自分らしく、
豊かな暮らしを多彩に
モダン・洋風・和風、

内覧動画は
こちら▶

Tel :03-5912-9100

日本ハウスホールディングス
G-レジデンス34【木造軸組住宅】

パナソニック ホームズ

内覧動画は
こちら▶

Vieuno（ビューノ）
【鉄骨系住宅】

Tel :0800-170-8040

「日本の家」
「檜の家」
新商品誕生！

三井 ホーム

内覧動画は
こちら▶

グランフリー
【2×6住宅】

Tel :03-3557-8746

パナソニックから

二世帯・賃貸併用など、

新商品が誕生。

新・全館空調システムが誕生!!

一人ひとりの御要望にも、

脱炭素社会に向けた

家まるごと暖かいエアロハス。

積水ハウスは

環境に優しい住宅になります。

温度バリアフリーの建物で更には、

多彩なラインナップから

高耐久・高断熱・高気密と

各部屋での温度調節が可能。

理想の住まいをカタチにします。

住宅性能も高く長期にわたって

快適な空気環境をご提案致します。

鉄骨も木造も。

安心・安全にお住まいいただける

すべて積水ハウスに

商品です。

三井ホームは設立以来、
地震の揺れで修復不能となった
建物は1棟もありません。
最新の実験では震度7連続 60回
にも耐え抜きました！
ご来場の方には
「耐震BOOK」を差し上げます。

お任せください。

展示場案内図

Tel :03-3948-3131

驚異的な耐震性
「震度7に
60回耐えた家」

最新の全館空調システム・
エアロハス誕生!!

「日本の家」
「檜の家」

内覧動画は
こちら▶

モデルハウス見学はWEB予約も便利

環七と目白通りの交差点、豊玉陸橋すぐそば！ お車でも、電車でも、アクセス良好！
中野区・杉並区・
北区・板橋区方面から
バスも便利
◎都営〈王78〉豊玉北（下車徒歩3分）

「豊玉北」
バス停

中野坂上から
約24分
高円寺駅入口から約10分
野方駅北口から
約5分

王子駅前から
約30分
大和町から
約14分
中板橋駅入口から約12分

◎国際興業・関東バス〈赤31〉豊玉北（下車徒歩3分）

カレー店

電車でのご来場もとっても便利！

「豊玉中二丁目」
バス停
エネオス
環七豊玉店

池袋から15 分
「桜台」駅より徒歩 5分

（西武池袋線＆徒歩）

高円寺駅北口から約10分
野方駅北口から
約5分

赤羽駅東口から 約27分
大和町から
約15分
中板橋駅入口から約12分

◎京王バス〈中92〉豊玉中二丁目（下車徒歩7分）
中野駅南口から約14分

ご予約に合わせたスムーズな対応で
待ち時間なく見学できる！

仕事・家事・育児で忙しい方も
自分の時間を有意義に使えます
事前に相談内容を伝えていただくと
資料を揃えて打ち合わせできる！

一人一人違う家づくりの悩みを
すぐにきちんと相談できます

会場情報はこちら
ホームページでハウジング
右記コードを携帯電話、
スマートフォンのカメラで読み込め
ば、詳しい会場情報をご覧になれます。

WEB予約
受付中
練馬住宅展示場

現地管理事務所

TEL : 03-3948-6533
https: //www.habita21. com

展示場の
予約フォームから
お申し込みいただけます。

■会場／東京都練馬区豊玉北3-19 ■入場無料 ■駐車場完備 ■開場時間／午前10時〜午後6時 ■企画・運営／日経社ハビタ21◎モデルハウスによっては休みの場合もございます。

