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庄内みかわ総合住宅展示場
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www.mikawa-sjt.comURL 

roc@mikawa-sjt.comE-mail

ユニクロ 三川店

営業時間 ： 10:00～20:00
☎ 0235-64-0705

［衣料品店］

山形県鶴岡市大宝寺町3番51号

ル・パークみかわショッピングスクエアショップガイド Lé parc Mikawa Shopping Square

ニトリ庄内三川店

営業時間 ： 10:00～20:00
☎ 0120-014-210

MEGAドン・キホーテ
ル・パーク三川店

営業時間 ： 10:00～24:00
☎ 0235-68-0511

［ディスカウントストア］

スーパースポーツゼビオ
ル・パークみかわ店

営業時間 ： 10:00～21:00
☎ 0235-68-0211

［スポーツ用品店］

エスタディオ三川

営業時間 ： 9:00～22:45
☎ 0235-68-1030

［パチンコ店］
セガ庄内

営業時間 ： 10:00～24:00
☎ 0235-66-5303

［ゲームセンター］
美容室ピカソ三川店

営業時間 ： 9:30～18:00
☎ 0235-68-0013

［美容室］
ソフトバンク三川

営業時間 ： 10:00～19:00
☎ 0235-68-1250

［携帯ショップ］

［家具インテリア専門店］
イエローハット三川店

営業時間 ： 10:00～19:00
☎ 0235-68-0085

［自動車部品・用品店］

産直みかわ

営業時間 ： 9:30～18:00
☎ 0235-66-5750

［産直］

セブン‐イレブン
三川ショッピングセンター店

営業時間 ： 6:00～23:00
☎ 0235-66-5307

［コンビニエンスストア］

ニューヨークニューヨーク

営業時間 ： 10:00～18:00
☎ 0235-66-5888

［レストラン］

コインランドリーふわふわ
プレミアム三川店

営業時間 ： 24時間営業
☎ 0120-913-751

［コインランドリー］

ケンちゃんラーメン 三川店

営業時間 ： 11：00～14：00
☎ 0235-66-3131

［ラーメン店］

リフォーム館ＯＨ!ｍｉ
AtoZ庄内店

営業時間 ： 9:00～18:00
☎ 0235-64-1403

［ショールーム］
ジーユー 三川店

営業時間 ： 10:00～20:00
☎ 0235-64-8582

［衣料品店］
戸田書店三川店

営業時間 ： 10:00～22:00
☎ 0235-68-0015

［書店］

ケンちゃん
ラーメン

☎0235-66-2003

開発管理運営

積水ハウス 　0235（68）2701　　火・水曜日
三川町大字猪子字大堰端317-13-5

スモリの家 　0235（35）1344　　水曜日
三川町大字猪子字大堰端327-3-11

一条工務店 i-cube 　0235（66）5881　　展示場は無休
三川町大字猪子字大堰端327-3-10 一条工務店 i-smart 　0235（68）0041　　展示場は無休

三川町大字猪子字大堰端327-10

イシカワ 20235（64）0640　v水曜日
三川町大字猪子字大堰端327-3-8

　0235（66）5861　　火・水曜日
三川町大字猪子字大堰端327-3-7

ササキハウス 20235（33）8585　v水曜日
三川町大字猪子字大堰端317-13-2

健康・快適・省エネ
2020年住宅の
「たかしまの家」を
体感してください。

遮熱と断熱を組み合わ
せたHEATTECHパネ
ル構法で、夏の暑さ、冬
の寒さを遮断します。
＜標準仕様＞
・１Ｆ全フロア床下冷暖房
 システム
・創エネシステム
 （太陽光パネル）
・シックハウス対策
 （空気をかえる塗壁ノンシック）
・シロアリ･木材劣化対策
 （ホウ酸deあんしん保証20年）

お客様の想いを
大切にする家づくりを。
100年先まで見据えた
ロングライフ住宅

冬は寒く、夏は暑い山
形の気候に対応すべ
く、高強度の『ＬＶＬ材構
造体』と外張り断熱＋
充填断熱の『ダブル断
熱』の高い断熱性能を
標準化した山形仕様を
実現しました。世代を越
えて永く住み続けて頂
ける安心で快適な住ま
いをお届けします。

日本初！！
木質梁勝ち
ラーメン構造

ビッグフレーム構法は、
ビッグコラムと梁などの
主要な接合部を高精
度・高強度のメタルタッ
チにより、金属同士で
直接接合（剛接合）。
強靱な接合部により、
木造でラーメン構造を
実現しました。住友林
業独自の構造により、
耐震性と設計の自由
度を高めています。

幸せな心地よさが
あるから、
人の"つながり"が
生まれる、
「ファミリースイート」
の住まい。

外に開かれたリビング
空間は家族だけでなく、
知人や地域との新た
な”つながり”を生み出し
ます。より広い空間で
家族それぞれの幸せな
暮らしを叶える新しいリ
ビングをご提案します。

スモリの家独自の
銀我パネルを採用
した六面体構造
『特許スモリ工法』

総レンガタイル貼りで、
いつまでも色褪せない
外壁。頑丈なベタ基礎
の上に、国産集成材を
使った構造体と、独自
の銀我パネルを採用し
た六面体構造『特許ス
モリ工法』により高い
気密性能と断熱性能、
高耐震性能を実現した
木造住宅です。

三川展示場は東北
地方に初登場の
『6層2階建』の
展示場

『蔵のある家』は、個性
溢れるたっぷり収納空
間を備えるとともに、6
層構造がおりなす多彩
な空間構成が大きな魅
力になっています。南
極昭和基地の約9割
に採用されている、その
技術に裏付けられた、
断熱、気密性能をご体
感ください。

『家は、性能。』
妥協しない
高性能な住まい

家づくりのこだわりと先
進のテクノロジーとの
融合から生まれた2つ
のオリジナル新構法、
「外内ダブル断熱構
法」と「夢の家I-HEAD
構法」。耐震、耐久、省
エネ、健康、全てに妥
協しない高性能な住ま
いをお届けしています。

性能も設備も
デザインも、全てに
スマートさを追求

高いデザイン性と住宅
性能を兼ね備えたス
マートデザイン住宅。ス
タイリッシュなデザイン
の住空間と、国内トップ
レベルの「超気密・超
断熱」による快適な住
まい心地と省エネの暮
らしを実現しています。

すべての家に
一番の品質を！

すべての住まいに設計通
りの高性能な住宅を提供
する為に出した答えは住
まいの大半を工場で作る
こと。現場建築では実現
できない高い施工精度と
品質は、構造体・防水・外
壁（※一部10年保証）の初期
保証30年と、60年間に
もわたる長期サポートシス
テムを実現し、世代を超え
て長く安心して暮らせる
住まいをご提供します。

新潟のメーカーとして
豪雪や近年の地震災
害から培った性能面を
生かした頑強構造で
す。自由度の高い木造
在来工法により、将来
を見据えた長期の快適
性をご提案。ハイグレー
ドの仕様と充実の設備
を備え、品質、性能、
サービスの全てに納得
の住まいの実現いたし
ます。

住宅を半分の
価格で造る




