
そんなＨ様の不安が安心に変わった

現場見学会開催！
２０１７．７．２２㊏sat～２３㊐ｓｕｎ
時間：10：00am～5:00pm

２日間
限定！

自然素材の
良さって
何？

地震に強い
家って？
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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。

見学会に参加すると
こんなことが分かります！

建売住宅を

考えてるんだけ
ど違いって？

ココが見どころ!!
暮らす人のために
安心と安全を大切にしたい！

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。

こんな
こだわり!!
こんな
こだわり!!

こんな
こだわり!!

天然ひのき土台 自由設計のこだわり空間「構造」に
こだわっています！
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いろはハウジング

※弊社、施工例

Ｈ様との出会いは、弊社HPから資料請求を頂いたのがきっ
かけでした。お子様にアレルギーがあり、お子様と家族の健康
のことも考えて自然素材を使った家をお探しでした。

Ｈ様は以前からハウスメーカーや工務店出向かれていたり、
資料請求もたくさんされていたようでした。お電話でお話を伺っ
た時には、長期優良の補助金が使えるか？耐震等級はいくら
あるのか？など尋ねられるほどたくさんの勉強をされていましたし、
土地と建物に充てれられる金額もご自身で考えていて、今まで
見てきた会社では自然素材の家が予算内で購入できないとあ
きらめていたそうです。

弊社へいろはStyleの資料請求をされ「もしかしたら、自分た
ちの予算で自然素材の家が建てられるかもしれない。」と思わ
れたＨ様は、地震への心配もあり、家の中身にも自信を持って
おります私どもの勧めで、まず構造をご覧になりました。

地震対策 制震ダンパー

全国各地で起こっている
大地震！地震対策にも対
応しています。

基礎の

土台や柱など、
ムク材を使って
います。

■自然素材の家を
予算内で建てられる!?

■建築中の建物を見てみたい
と思ったのは…

実際に家を建てて
いる棟梁(大工）に
話が聞けます

地震から家を守る
安心構造の秘訣

シロアリから
家を守る秘訣

どうして構造現場を
見るのがいいの？

土地探しの
極意を伝授

無垢材VS
集成材の真実

住宅ローンの
しくみがわかる

構造の現場へ来られたＨ様は「せっかく建てた家が地震で
つぶれてしまっては元も子もない」と地震への心配や「構造は
見ても分からないけど建売の家は、中がどんなのかわからな
いからやっぱり不安。」建物自体の心配事もお話して下さい
ました。

柱などの木材のお話や、断熱材・地震への対策などのお
話をさせて頂き、「建物もしっかりしてそうだし、地震にも強そ
う。」と思われたＨ様は「完成した自然素材の家も見てみた
い。」と思われたそうです。
しかし、どんな建物が建つのかまだ見ていないので半信半疑
でおられました。

そして、完成見学会で完成した家をご覧になり、自然素材
の床のぬくもりや塗り壁の感触などを確かめられ、家のすべて
に自然素材を使わずに予算を下げることなどが分かり、予算
内で建てられそうと思われたので、弊社に決めて頂きました。
自然素材だけではなく、見学した家の家族用とお客様用

の分けられた玄関や、大きなパントリーなども気に入って頂き、
これから建てていくマイホームへのイメージも膨らんでいった
ようです。

「せっかく建てた家が
地震で倒れては元も子もない…」



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、

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。

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

地震・台風などの災害時に

真価が問われます。

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、

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。
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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。
自然素材の家が欲しくて、たまたま目にした見学会のチラシがきっ
かけでした。
クロスがあまり好きではなく、塗り壁や自然素材の床板の家が欲し
かったのです。
いろいろなモデルハウスなどにも行きました。
新築の独特な臭いが気になり目がチカチカ
したり、頭が少し痛くなりましたが、いろはさん
の完成見学会に行ったときはそんなことがなく
気付けば２時間も過ごしていて、「今までと違う！」
と感じました。
いろはさんで、建てることができて本当によかったです。

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。
そんな頃、少しずつ症状が出てきた子供の喘息…(:_;)
夜中に何度も救急病院に駆け込み入院も繰り返しました。
それを話していた社長さんから勧められたのは自然素材の家でした。
もともと、基礎や柱にはムク材を使っているのは分かっていたけど、
内装には気にしていませんでした。
床には天然の杉板や壁には漆喰など金額が
あまり変わらないように提案して頂き、変更を
していきました。
ムク材の温かみや、漆喰の浄化作用の空気の
お蔭か、成長と共に子供の喘息も次第におさ
まってきました。これから生まれる次の子とも
安心して暮らせるので感謝しています。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！

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。

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♪

スーパーボールすくい

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？

無垢材と
集成材って
何が違うの？

省エネ・節電に
つながるの？

屋根裏って
暑くないの？

そもそも

木造住宅って
どういいの？

夏は涼しく
冬は暖く

過ごせるの？

いろはハウジング

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。

家づくりに必要なもの、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。

家づくりを
悩まれているお客様へ

体感してみて下さい。

お見せできるのは、自信があるからです！

いろはハウジング
代表 都出幸市朗

自然素材
丸わかりセミナー

地震から家族を守る

耐震・制震の
ちがいをチエック！

■ムク材と集成材の違いをお伝えします。

■建て始めの構造現場で自然素材を家の

どの部分に使用すれば効果的か。

■自然素材とそうでない物の金額のお話

自然素材にすることで費用がどのくらい

変わるかをお話しします。

日本列島各地で起こっている大規模な地震。

どこに住んでいても逃れることができなくなっています。

■耐震・制震のメリット・デメリットを教えます。

■構造現場だからこそ、制震ダンパーがどのように設置

され家を守ることができるかを確かめることができます。

楽しく学べる勉強会を同時開催

開催日：７月２２日㊏～２３日㊐
時間 ：１０：３０～１１：００

１３：３０～１４：００
１５：３０～１６：００

開催日：７月２２日㊏～２３日㊐
時間 ：１１：００～１１：３０

１４：００～１４：３０
１６：００～１６：３０

土地探し
セミナー

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。

開催日：７月２２日㊏～２３日㊐
時間 ：１１：３０～１２：００

１４：３０～１５：００

ご予約の方に特別プレゼント!

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。

電波時計をプレゼント!!

先着５名様
限定

姫路市：Ｋ様
姫路市：S様

シンプルモダンな
外観。大きな開口
を持つBOX－ｓｔｙｌｅ。
オーガニックな暮ら
し、土間のあるアウ
トドアな暮らし…。お
望みのライフスタイ
ルに合わせた暮ら
し方が出来る２ＬＤ
Ｋ・３ＬＤＫのセレク
ト住宅。

どんな土地にも対
応できる可変性の
あるプランニングが
特徴。庭やＢＢＱ、
カースペースの取り
方や採光面など、そ
の土地に無限の可
能性と新しい価値を
生み出す家。

段差を活かした収納
力抜群のＳＫＩＰ－Ｓｔｙ
ｌｅ。お子様の成長に
合わせて変化できる
可変性を持ったゆとり
あるプラン。家族の記
憶が残る、経年美化
の愛情溢れる自然素
材のコンセプトハウス

多くの家族にお手頃価格で健康的な楽しい無垢材の家を提供したい
家づくりは、ただ図面を描いて家を建てるだけではありません。お客様の夢や希望・ライフスタ
イルなどたくさんのことから造ります。オーダーメイドの注文住宅ではお金も時間も多くかかりま
すが、このコンセプトハウスではお客様の時間的な負担を少なくし、イメージをわかりやすくお
伝えしています。あなたに合ったプランを是非見つけて下さい。

弊社は不動産仲介業ではありませんが、土地紹介をしておりま
す。

不動産仲介業さんは土地情報はもらえます。中古物件があれ
ばだいたいの解体費用などは教えてくれますが、ここに家が建
てれるか？はっきりしたことはわかりません。建築業者ではない
のですから。私たちは、不動産屋さんからお客様の希望に
添える土地情報をいくつか教えてもらい、
実際現地に足を運びその土地でどれくらい
の家が建てれるのか？余分に費用か掛から
ないか？など、家を建てる者の目から土地を
ご紹介しています。


