見学会に参加すると
こんなことが分かります！

ココが見どころ!!

「構造」にこだわっています！

①夏も冬も快適に過ごせる秘訣

私たちいろはハウジングは、私たちを信頼いただき、生活を支えるお住
まいをご依頼いただいたお客様を家族と思い、しっかりと安心して暮らし
て頂けるように全力を尽くしています。

②無垢材ＶＳ集成材の真実
③シロアリから家を守る秘訣

夏も冬も
快適に
過ごすには？

木造住宅の
良さって？

省エネ・節電
にもなる
住宅って？

こんな
こだわり!!

④地震から家を守る安心構造の秘訣

環境にやさしいく、
万一の火災でも燃え
広がらない断熱材

⑤どうやって家が出来上がるかが分かります
⑥土地探しの極意
こんな
こんな
こだわり!!
こだわり!!

⑦住宅ローンのしくみがわかる
⑧見学会場の家を実際に建てている
棟梁（大工さん）に直接話が聞けます

家の中身を見ることで、 失敗しない家づくりの秘訣も丸わかりです！

家の中身を
見に行こう!!
２日間

限定！

２０１６．７．１７㊐sun〜１８㊗ｍｏｎ

暮らす人のために
安心と安全を大切にしたい！

人生で一番高い買い物だからこそ
構造が大事なのは、誰もがわかっている
家づくりにおいて構造が大事なのはお分かりだと
思います。車で言えばフレームやエンジンであり、
動物に例えるなら骨格や
筋肉です。ただ、どの会社
も自社の良いところしか説明
しないから比較することが
難しく、検討材料になり
にくいのです。また、ご自身
で見ても素人目には違いが
分からない為、業者の言うことを鵜呑みにするしか
ないのです。あなたは構造を見ての木造なのか鉄筋

MAP

会場ご案内図

なのか位は分かりますが、木造住宅だけの現場を
見たら、違いは分からないでしょう。ましてや構造の
違いで強いのか弱いのかメリットやデメリットなどは、
もっとわからないでしょう。
でも、安売りされている建売住宅と
無垢材の注文住宅のどちらが構造
はしっかりしているかと聞かれたら、
ほとんどの方は注文建築と答えます
感覚的には分かっているのに、
何が違うかわからないのは構造を
見る視点を知らないからなのです。

全く興味のなかった奥様がたった６０分で
どんな会社でも見極められるように！

飾東町庄

会場

〜こんな方は要チェック！〜

建築のプロは、建物の構造を見るいくつかの視点
を持っています。あなたがこの視点を知るだけで
業者の言葉に惑わされること無く、公平な目で見極
められるとしたらどうでしょうか？あなたが構造現場
を見て、家の善しあしが分かる
ようになりたいと望めば、その
方法を知ることが出来ます。
いくつかの質問をするだけで、
その答え方を聞くことによって、
失敗のない家づくりが出来る
としたら、とても価値のある時間
になるはずです。家づくりを
後悔したくない方はぜひ、
これからの住まいづくりの参考にご来場ください。

エディオンの北側の
分譲地の一番奥にな
ります。のぼりを目印
にお越しください。
構造見学会
開催中

時間：10：00am〜5:00pm
場所：飾東町庄

自由設計のこだわり空間

天然ひのき土台

迷われたらお電話ください
直通 ０９０−５０６８−０９０６

実際にお客様が建てているお住まいをお借りして
の見学会です。等身大の家づくりをご覧ください。

□
✔ これから家づくりを始めようと考えている方

会場

□
✔ 月々の家賃がもったいないと感じている方
□
✔ 家づくりは、何から始めればいいか分からない方
□
✔ リフォームを考えているけど、家の見えない柱や壁が気になる方

やよい軒

□
✔ 結婚して巣立った子供にマイホームを勧めたい、お父様、お母様

ＧＳ
天晴

□
✔ 子供の小学校入学までに家を建てようと考えている方

✔ 構造なんて何でもいいと思っている方
□
□
✔ 住宅ローンって、実はどんなものなのか知らない…と思っている方

一つでも当てはまる方は、是非、お越し下さい。

TEL０７９‐２２８‐５５５６
都出建築

〒671-0251
姫路市花田町上原田149-3

都出建築：兵庫県知事許可（般‐25）461193号
都出建築設計事務所：兵庫県知事 第02A01244号

FAX 079-228-7660
携帯 090‐5068‐0906
【道に迷われたらお電話下さい】

自由設計注文住宅
・住宅ローンアドバイス・リフォーム・不動産・アフター管理

メールアドレスinfo@toidekenchiku.jp
http://www.toidekenchiku.jp/
検索

楽しく学べる勉強会を同時開催

あなたは住宅会社の構造を見学したことはありますか？
つまらなそうとか難しそうとか‥避けていませんか？
実は、完成したら見えなくなる部分が最も重要です。建築の難しいことは分からなくても、実際に自分の目で確認
することはとても大切です。例えば、いざ着工した時、あなたの家で粗末な工事をしていないかを素人の目で見抜
くのは大変ですが、構造見学会などで現場を見ておくことで、

また、構造躯体の善し悪しは、
５年後１０年後…リフォーム時や

屋根裏って
暑くないの？

地震・台風などの災害時に

そもそも
木造住宅って
どういいの？

無垢材と
集成材って
何が違うの？

真価が問われます。

開催日：７月１７日㊐〜１８日㊗
時間 ：１０：３０〜１１：３０
１３：３０〜１４：３０

家を建てるにもまずは土地からと
お考えの方、必聴！
不動産関係者では教えてくれない
裏話をお教えします。
これを知るだけで土地探しが
劇的に変わります。

違いを感じることが出来ることもあるでしょう。住宅の
欠陥は見えないところで起こるのです。

土地探し
セミナー

セミナーに参加
された方へ無料で
プレゼント！

だからこそ、いろはハウジング
では土台や基礎、構造などを、

省エネ・節電に
つながるの？

見て、聞いて、確認して頂ける
構造見学会を
開催しています。

夏は涼しく
冬は暖く
過ごせるの？

◆ 純和風のリフォーム（玄関・屋根）

新築はもちろん、リフォームも幅広く手掛けて
おります。築４５年のバリアフリーリフォームや、
純和風リフォームも行っております。

当社
施工例

趣のある
明るい玄関に。
ビフォー

住宅ローン 開催日：７月１７日㊐〜１８日㊗
時間 ：１１：３０〜１２：００
・資金セミナー １５：００〜１５：３０
住宅ローンを組むとしても、住宅
ローンの事はあまり知らないし、
どうすればいいかわからない…。
いくら借りられるのかわからないまま、
家づくりを始めるのは危険です。
まずは資金計画をするために
住宅ローンの勉強をしましょう。

家づくりを
悩まれているお客様へ
家づくりを真剣にお考えの方、これからの家づくり
を始めようという方。
決断をする前にいろはハウジングの家づくりに対
する考え方を肌で感じて下さい。最終的に弊社で
家を建築されなくても結構です。
ただ、私たちとお話をすれば、あなたの求める家
の知識が増えると思います。
これから家づくりを考えるあなたの為に役立つ情
報ばかりです。
家づくりに必用なもの、自分の建てたい家を見つ
けるために、見学会にご参加ください。
そのために私たちは売り込みを一切しないことを
お約束します。

いろはハウジングの
家づくりを是非、
体感してみて下さい。

いろはハウジング
代表 都出 幸市朗

いろはハウジング
ご予約の方に特別プレゼント!

アフター

代表 都出 幸市朗

● お子様が巣立ったお宅をご夫婦の為のリフォーム
● お正月やお盆に子供や孫が集まって過ごすための
広々リビングにリフォーム
● 段差を解消したバリアフリーリフォーム などなど…
ご相談ください。

私たちが一番の励みになる「ありがとう」
のお声をご紹介させていただきます。
いろはハウジングさんとの出会いは見学会でした。
ハイツでの暮らしから家づくりを考えたのは子供が小学生に
なるまでに家族と充実した時間を過ごしたいという夫婦の希望か
らでした。
大手メーカーの家ばかり見ていましたが、
いろはハウジングさんの見学会で
「やっぱり地元の工務店さん」という
思いを強くしました。
自由設計だから高くなりそうと不安になり
ましたが、全然大丈夫でした。
いろいろと細かいところまでしっかり教えて頂いて安心して
お任せすることが出来ました。

◆ 築４５年一戸建てのバリアフリーリフォーム

ビフォー

５ｃｍ以上の段差の
あるリフォーム
車いすでもらくらく入れる
広めのドアに。

ご来場特典

アフター

ＵＳＪ
ペアチケット

いつか建てようと思っていたマイホーム。子供が産まれたのを
きっかけに、住宅ローン等考えると早めに！と思い、建築を決め
ました。
「大きなお風呂にしたい、駐車場は2台分欲しい」など…
進入路が狭く限られた敷地の中で、プランを考えて頂きました。
間取りが大まかに決まりかけていた頃に、
「やはり1階にもう１部屋欲しい！」という
無理なお願いにもこころよく引き受けて
下さり、とても満足のいくプランができ
あがりました。
PCカウンターやたてつけの本棚・電話
コーナーを手作りしてくれて、とても味が
あり喜んでいます。
定期的な点検もあり、入居後も安心して暮らせます。
たくさんのわがままを聞いてくれたいろはハウジングさん、
ありがとうございました！

都出建築

電波時計をプレゼント!!

〒671-0251
姫路市花田町上原田149-3

ご来場者様に
見学会参加などでポイントが
貯まる「スタンプカード」を
プレゼント！

スーパーボール
すくい
見学会場外にはスーパーボール
すくいもご用意してます。
外で遊びたい元気なお子様、
もちろん親子でも楽しんでください♪

TEL０７９‐２２８‐５５５６
FAX 079-228-7660

携帯

090‐5068‐0906

【道に迷われたらお電話下さい】

都出建築：兵庫県知事許可（般‐25）461193号 都出建築設計事務所：兵庫県知事 第02A01244号

自由設計注文住宅・住宅ローンアドバイス・リフォーム・不動産・アフター管理

先着５名様
限定
今回の見学会は、家づくりをお考えの方に
ゆっくりとご覧いただきたく予約を承っております。
下記まで、ご連絡ください。
ＴＥＬ ０７９−２２８−５５５６ ＨＰ お問合せフォームより
「見学会の予約がしたい。」と言って下さい。

キッズスペースもご用意しておりますので、
お子様連れのご家族も安心して
ご参加ください。
小さなお子様連れでも、参加して
いただけますよう、キッズスペース
に絵本・おもちゃなどをご用意して
おります。是非ご利用いただきまし
て、ごゆっくりご覧になって下さい。

メールアドレスinfo@toidekenchiku.jp
http://www.toidekenchiku.jp/
検索

