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11月1日(月)〜11月30日(火)

新モデルハウス
2棟同時オープン！

平屋のモデルハウスで
お待ちしております！

木質感 溢れる
住 友林 業の木の家
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5月1日よりアスタ展示場・こころ展示場2棟同時オープ
ン！詳しくは当社ホームページをご確認ください。
来場予約をされた方には1000円分のギフトカードをプ
レゼント！
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

生活動 線 がシンプルで 近 年人 気が加速している平屋 。
そんな平屋のモデルハウスが東広島市にございます。
広い土間と和室とウッドデッキが魅力的な平屋です。
外観はガルバリウム鋼板と焼杉を使い和モダンに仕上
げました。この機会にぜひご見学ください。

当社の見どころ！！
①無垢の床材 ②階段と一体となった吹き抜け
③スタディコーナー ④木を貼った勾配天井
⑤１Fにある玄関と水回りをつなぐウォークスルー
クローゼット
ご予約なしでもご見学いただけます。

TEL 0 82-554-1196 営業時間 10:00〜18:00
1 1月のお休み 10・17・24日

TEL 082-225-8951 営業時間 10:00〜18:00
11月のお休み 10・17・24日

TEL 082-224-3301 営業時間 10:00〜17:15
1 1月のお休み
なし

11月1日(月)〜11月30日(火)

11月1日(月) 〜11月30日(火)

11月1日(月)〜11月30日(火)

エルクホームズ
土地情 報！

品質とデザインの
調和する住宅

家族みんなに嬉しい
一 条の「全館床暖 房」

エルクホームズの注文住宅用地「eタウン川内」残り1区
画が現在申込受 付中です！フジグラン緑井、車で5分、
川内小学校徒歩5分の好立地です。豊かな敷地と利便
性の高い立地環境で、贅沢な夢のあるくらしをはじめま
せんか。詳しくは展示場スタッフまで！

理 想のお家を建てませんか？無 垢 材の特 性を活かし、
創立より50年間培った技術の粋を集めたご提案で
「帰りたくなるお家」を一緒に作りましょう！
なんでも気軽に話せるスタッフを準備して、皆様の
ご来場を、心よりお待ち致しております。

朝晩の冷え込みが感じられる季節がやってきました。
家中どこでも温度差がなく、家族全員にやさしい「全館
床暖房」。小さなエネルギーで家全体を暖められるから
ランニングコストも安く家族みんなに嬉しいメリットが
あります。詳しくはセゾンF展示場へ。

TEL 0 82-212-2666 営業時間 10:00〜17:30
1 1月のお休み 2・4・9・10・16・17・24・25・30日

TEL 082-502-7730 営業時間 9:00〜18:00
11月のお休み 2・9・10・16・17・24日

TEL 082-511-7211
1 1月のお休み なし

11月1日(月)〜11月30日(火)

11月20日(土)・11月21日(日)

【家づくり無料 相 談 会】
開催中！

リゾートモダンな平屋の
完 成 見学会開催

営業時間 10:00〜18:00

11月1日(月)〜11月30日(火)

「春日野」にて建 築 条 件 付き
宅 地 販 売開始！

「デザイン性と住みやすさを両立した適正価格の家」
を提供する東亜ハウスの無料相談会で家づくりの話を
しませんか？間取りやデザインの話や大切なお金の話、
土地についてのお話をモデルハウスでぜひ！東広島や
草津の新規土地情報も入手！詳しくはスタッフまで

今回のお家は、まさに『こんな平屋に住んでみたい！』
と思っていただける内容のデザインに仕上がっており、
平屋を検討していなくても、ご見学いただくことで必ず
何かの参考になる事間違い無いお宅です！お施主様の
ご厚意で限定２日間開催です。お早目のご予約を！

人気の「春日野」にてスウェーデンハウスの建築条件
付き宅地の販売がスタートしました。５区画並んでの区
画となりますので、綺麗な街並みになること間違いなし。
ぜひ、この機会に現地をご覧いただければと思います。
詳しくは、スタッフまでお問い合わせください。

TEL 0 120-21-4141 営業時間 10:00〜17:30
1 1月のお休み 2・9・10・16・17・24日

TEL 0120-806-080 営業時間 10:00〜18:00
11月のお休み 10・17・24日

TEL 082-511-2851 営業時間 10:00〜17:00
1 1月のお休み 10・17・24・日

11月21日(日)10 : 30 〜11: 30

ミサワホームでは月に一度、お住まいづくりのさまざま
なテーマを取り上げスペシャリストがご説明する、お役
立ち情報が盛りだくさんのWebセミナーを開催していま
す。ご参加は自宅でオンラインにつなぐだけ！
お気軽に展示場スタッフにご相談ください。
TEL 0 82-212-0822 営業時間 10:00〜17:30
1 1月のお休み 2・8・9・10・16・17・24・30日
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自宅でご 参加OK！
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完全自然素材による「幻の漆喰」。
空気中の有害物質を吸着・分解することにより、半永
久的にクリーンな生活空間を保つことができます。
家自体が天然の空気清浄機となり、思わず深呼吸し
たくなる空間を実現しました。
ぜひご体感ください。

新

室内の空気から
健 康を考える家 造り

[i-smart]

園

11月1日(月)〜11月30日(火)
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ミサワ
ホーム

TEL 0 82-543-2111 営業時間 10:00〜17:30( 平日17：00 )
1 1月のお休み 2・4・9・10・11・16・17・24・25・30日
※お休 みは 状 況により、変 更になる場 合 がご ざ います。
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11月1日(月)〜11月30日(火)

11月1日(月) 〜11月30日(火)

11月1日(月)〜11月30日(火)

「完全 予 約制」
モデルハウス

住まいづくりは
積水 ハウスまで！！

建替のお客様 必見！
短工 期 住宅ならハイム！

積水ハウスの中で数々の高級邸宅を手がける住宅設計
のトップクリエーターデザインオフィス広島が別格の個
性を放つモデルハウスをプロデュース。
圧倒的な開放感を追及したプレミアムな邸宅を、完全
予約制にてご案内させていただきます。

平屋から3階建て、二世帯住宅・賃貸併用など多彩な
ラインナップを揃えています。構造や間取り、インテリ
アまで楽しみながら知りたい情報をゲット！
土地情報（自社物件・販売代理物件・仲介物件）もご用
意しております。住まいのことなら積水ハウスへ！

3階建ての鉄骨系商品『DESIO』。ラーメン工法による、
大空間や吹抜けを取りながらも快適な住環境を実現し
ています。また最先端の体感型ショールーム『ハイム
ギャラリーパーク』の見学予約も受け付け中！
ぜひ皆様でのご来場お待ちしております！

TEL 0 82-222-5500 営業時間 9:00〜18:00
1 1月のお休み 2・9・10・16・17・24・30日

TEL 082-227-2211 営業時間 9:00〜18:00
11月のお休み 2・3・9・10・16・17・23・24・30日

TEL 082-511-2600 営業時間 10:00〜18:00
1 1月のお休み 2・4・9・10・11・16・17・24・25・30日

11月1日(月)〜11月30日(火)

11月1日(月) 〜11月30日(火)

11月1日(月)〜11月30日(火)

トータテ秋のハウジングフェア
毎 週 末開催！

家は、家族を守るヒーローだ！

家事シェアハウス
ご 案内開催中！！

11月の毎週末にご見学イベントを開催！実際の完成邸
が見れる完成見学会や建築途中の家が見れる構造見学
会などトータテの家づくりを体感していただけます。
11/28はこころに起震車も登場！
ご来場予約でQUO payプレゼント！詳しくはWEBで。

地震という見えない敵と戦うために磨き上げてきた技
術がある。揺れを軽減しゆがみすら防ぐ「アタックフレ
ーム」、そして万一に備え安心を約束する「建て替え保
証」。パナソニックホームズの住まいには100年の暮ら
し探求で培った知恵と工夫があります。

夫婦共働きの家事の悩みを皆でシェアして、家族の時
間を増やそう！掃除してもすぐ部屋が散らかってしまう。
毎日する事が山積みで家族と過ごす時間が足りない。
そうお悩みの方は多いようです。家事をシェアしてハッ
ピーに！！ダイワハウスがご提案します！！

TEL 0 120-338-768 営業時間 10:00〜18:00
1 1月のお休み 4・10・11・17・18・24・25日

TEL 082-212-0525 営業時間 10:00〜17:00
11月のお休み2・9・10・11・16・17・24・30日

TEL 082-222-7666 営業時間 10:00〜18:00
1 1月のお休み 2・3・9・10・16・17・23・24・30日

11月1日(月)〜11月30日(火)

11月1日(月) 〜11月30日(火)

11月1日(月)〜11月30日(火)

ガレージハウス・二世帯 住宅
必見です

トヨタホーム
おうちdeできる家づくり！

冬でも素足で 健 康的に

二世帯住宅をご計画の方、必見！広島限定商品ガレー
ジ付3階建て『G-style』&親世帯が3階に暮らすエレベ
ーター付二世帯住宅『ParenⅡ』のモデルハウス登場！
重量鉄骨+制震構造標準仕様はヘーベルハウスだけ！！
ご家族皆様でご来場くださいませ。

じっくり時間をかけて考えていきたい住まいづくり。
トヨタホームでは、お家で空いている時間に、家族で
一緒に見ていただける、タブレットを無料で貸し出し
ております！ネットじゃ分からないリアルな声や、実例
等、お住まいづくりのお役に立つこと間違いなしです☆

「家は性能」をモットーに家づくりをする一条工務店の
家で、特にその性能の高さを実感いただける季節がやっ
てきました。冬でも家の中に陽だまりのような暖かさを
つくる「全館床暖房」を一条工務店アイスマート展示場
でぜひ一度ご体感ください。

TEL 0 82-511-2664 営業時間 10:00〜18:00
1 1月のお休み 2・9・10・16・17・24・30日

TEL 082-502-0678 営業時間 10:00〜17:30
11月のお休み 1・2・9・10・11・16・17・24・25・30日

TEL 082-511-2101
1 1月のお休み なし

営業時間 10:00〜18:00

Check it !

11月1日(月) 〜11月30日(火)

家中の快 適を、
ルームエアコン1台で

大空間・大開口の
モデルハウス

快適さは欲しい、でも電気代は抑えたい。そんなお客様
の声から生まれた新全館空調システム「スマートブリー
ズワン」。わずか1台のエアコンで家中を快適温度に保
ち、冷房、暖房は もちろん、換気や空気清浄機能も搭
載。期間限定の特別価格でご提供致します。

約16帖の吹抜け。２m７０㎝の高い掃き出し窓を用いて、
開放的なＬＤＫを実現しました。
また２世帯住宅にも対応しております。
様々なサンプルプラン集や土地情報もご用意しておりま
すので、ぜひモデルハウスまでご来場ください。

TEL 0 82-511-7042
1 1月のお休み なし

TEL 082-511-3262
11月のお休み なし

営業時間 10:00〜17:30( 平日17：00 )

VISIT PRESENT

ご来場プレゼント
アスタのご来 場 受 付用 紙 にご 記 入・
ご 承 諾 いただ いたお 客 様 には 、セン
ターハウスよりプレ ゼ ントを 差し上
げております！詳しくはセンターハウ
スまでお問合せください。
※お客様の個人情報は牛田住宅情報スクエア[アスタ]お
よび出展メーカーが責任を持って管理し、ご本人に関する
情報の開示・利用停止のご請求をお受けいたします。

FREE CONSULTATION

Check it !

営業時間 10:00〜18:00

WEB RESERVATION

11月1日(月)〜11月30日(火)

モデルハウス見学なら
見学予 約がおすすめ
気になるモデルハウスを 効 率良く見
学できます。アスタのホームページか
ら簡単にご予約できます。
ケータイ・スマホは
こちらから>>>>>>>>>>

Check it !

住まいづくり
無料個別相 談 会
お客 様 の夢のマイホーム計画のお役
に立てるようアスタでは、ファイナン
シャルプラン ナー や、各 銀 行 の 担 当
者が不安 や疑 問など、ご 質問にお 答
えする個 別相 談 会を定 期 的に開 催し
ております。詳しくはセンターハウス
までお問合せください。

ht tps: //ast a20 01. net
【 アスタ・センター ハウス 】
広島市東区牛田新町2丁目2-10-23
TEL.082-511-6755 FAX.082-511-6756
営 業 時 間：1 0 : 0 0 〜 1 8 : 0 0（ 年 末 年 始 は 除く）

※お休 みは 状 況により、変 更になる場 合 がご ざ います。

