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庄内みかわ総合住宅展示場
庄内みかわ総合住宅展示場 検 索

管理棟は
こちら！

情報コーナー・トイレ・喫煙コーナーがございま
す。ご自由にご利用ください。レストランが併設
されておりますので、お食事も楽しめます。

最新情報はコ
チラで

チェック！

【管理棟】○営 10：00～17：00 ○休 火曜・水曜 ○情報コーナー ○P 駐車場 ○トイレ ○喫煙コーナー

庄内みかわ総合住宅展示場
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新型コロナウイルスへの対応
安全に住宅展示場をご利用いただけるようご来場の皆様に下記のご協力についてお願いしております。

●ご来場の際は、マスクの着用等「咳エチケット」にご協力ください。
●管理棟に消毒液を設置していますので、ぜひご活用ください。
●ご自身の体調に不安のある方は、くれぐれもご無理をなさらないようお願いいたします。
●展示場のスタッフがマスク着用にて接客する場合がございます。予めご了承ください。
●イベント期間中、管理棟（抽選会場）入口での検温にご協力をお願いいたします。
●イベント期間中、管理棟（抽選会場）の混雑時は入場制限をさせていただく場合がございます。

展示場ご利用時のお願い

庄内唯一の総合住宅展示場！庄内唯一の総合住宅展示場！
見学予約がおすすめ！

お待たせすることなくスムーズにご案内。
混雑を避け、見学や打ち合わせがゆっくりできる。
事前にご要望をうかがい資料をご用意！

注文住宅

資金・相続対策

二世帯住宅 リフォーム

FOR
RENT
FOR
RENT 店舗・賃貸併用住宅

ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）

アパート経営

土地探し・売却

※ハウスメーカーによって一部
　対応できない場合があります。

庄内みかわ総合住宅展示場で「できること♪」
住宅展示場を活用しよう！

引抽 会選秋福 管理棟

10:00～17:00
会場

時間

01

お好きな
モデルハウスを見学

02

抽選券をGET!
情報コーナー・トイレ・喫煙コーナーがあります。ご自由にご利用ください。
庄内みかわ総合住宅展示場は、皆様の“家造り”をサポートいたします。

管理棟のご案内
庄内みかわ総合住宅展示場03

アンケートを
管理棟で記入

04

抽選
※最高1回

モデルハウスを2棟以上ご見学で豪華賞品が当たる抽選会に参加できます！

参加
方法

抽選
会場

トレジャーボックス お菓子の宝箱1個

任天堂
Switchゲーム機

1名様

ビアードパパ
金と銀の
フロマージュセット

成城石井
カレーとスープの
詰合せセット

スターバックス
ドリップコーヒー
セット

特選国産牛
みちのく
奥羽牛 
肩ロースすきやき

1名様

要引換チケット

国産・
霜降り名産牛（焼肉用）

至福の逸品　
古今東西ラーメン
食べくらべ5食組
【3箱セット】

クリーム&トマト
クッキングパスタセット

1名様

1名様

1名様

国産サヴァ缶３種アソート1名様

20名様

ジップロック スクリューロック（丸型中）20名様

多 数

1名様 1名様1名様

1名様

本場博多 昆布漬
辛子明太子（無着色）

1名様1名様

ジョゼフジョゼフ
リンスアンド
チョッププラス

レイエ
グリルピザプレート

レイエ
計量みそマドラー

レイエ
ゆびさきトング

1名様

ル・クルーゼ
ラムカン・ダムール
（フタ付）

1名様

T-FAL 
インジニオ・ネオ
グレージュ・プレミア
5点セット

3名様 3名様

抽選会に参加したお子様限定！！

ディズニーグッズプレゼント！
※各モデルハウスをご見学ごとに抽選券を1家族1枚差し上げます。 ※抽選会への参加は、期間中、1家族で最高1回までとさせていただきます。 
※写真はイメージです。 ※アンケートにご協力をお願いいたします。 ※景品が無くなり次第、終了とさせていただきます。 ※都合により抽選券を配布していないハウスメーカーもあります。

さらに！
各日先着

100名様
各日先着各日先着各日先着

100100100名様名様名様
さらに！
各日先着

100名様
各日先着各日先着各日先着

100100100名様名様名様
※画像は一例です。※お子様１名につき１個までとさせてただきます。※無くなり次第終了とさせていただきます。

の

今大人気のグリーンストア

※写真はイメージです。 ※3棟
以上ご見学いただいた抽選会

参加者に引換券を配布します
。

※無くなり次第終了とさせてい
ただきます。

3棟以上
ご見学

で

さら
に！！

フルーツサンドプレゼント！

味は当日の
お楽しみ♪

150各日
先着

名
様

アンナマリオネット
コーヒースプーン5本セット他にも景品いろいろ！

お馴染みの
移動販売車で
登場！

1家族最高1回まで

オ ー タ ム・フ ェ ア11/6●・7●土 日 10:00 ～17:00

ガラポン
抽選会

フルーツサンド
プレゼント！

両日開催！
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三川店

セガ庄内

●抽選会場



ササキハウス 0235（33）8585　 　水曜日
三川町大字猪子字大堰端317-13-2

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

デワホーム（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

イシカワ 0235（64）0640    　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

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

バーチャル

住宅展示場の

活用方法

「庄内みかわバーチャル住宅展示場」 概要

「いつでも」「どこでも」オンライン見学できる

360°バーチャル住宅展示場を公開！

気になるモデルハウスへ

直接来場予約が可能です。

https://www.mikawa-sjt.com/360VR

URL www.mikawa-sjt.com／E-mail roc@mikawa-sjt.com

美しさと機能性を両立したオリジナルキッチン

洗練された暮らしを実現す
る、シンプルでスッキリとし
たデザインの一条のキッチ
ン。御影石のカウンターを
組み合わせ高級感をプラ
スしています。お料理の時
間をさらに充実させる便利
な機能も満載。その使い
勝手のよさを、ぜひ展示場
でお確かめください。

屋根一体型太陽光パネルでたくさん発電

一条の太陽光パネルは
「屋根一体型」。屋根を無
駄なく活用できるので大容
量搭載が可能です。さら
に、一般的なスレート屋根
のように塗り直す必要がな
く、耐久性にも優れている
ためメンテナンスコストの
面でもメリットが！もしもの停
電時にも安心な、蓄電池
もご紹介しています。

住宅を半分の価格で造る

新潟のメーカーとして豪雪
や近年の地震災害から
培った性能面をいかした
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
住まいを実現致します。

「工場生産だから、できること。」

これからの住宅のスタン
ダードになる「太陽光・蓄
電池・HEMS」、IOT家電
を搭載した最新の住宅展
示場となっており、コロナ
禍で住宅に求められてい
る安心感・快適性能をご
体感頂けます。ご来場お
待ちしております。

家族のつながりを豊かにデザイン「6層2階建」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
採用されている技術に裏
付けられた、断熱、気密性
能をご体感ください。

山形の暮らしをYUCACO（全館空調）が変える！

大風量で住まいの全館
すみずみまで快適な空気を
循環させるYUCACOシス
テム。家庭用エアコンたっ
た1台で快適な室温に
コントロールすることが可
能です。加えて最も気にな
る厳寒期の電気代を驚異
的な金額に抑えることを実
現しました。詳しくは展示
場にて！

それは、家族の幸せな大空間

リビングの概念が大きく、
広 と々、生まれ変わります。
上質なスイートのような、幸
福感に満ちた空間へ。
家族のつながりを深め、た
くさんの思い出を描きなが
ら。住むほどに幸せを感じ
られる、新しい家づくりをご
体感いただけます。ご来場
お待ちしております。

木のぬくもりを一生愛する。それが住友林業の家です。

自然が創り出す味わい“圧
倒的な木質感”。強さと先
進性で支える“ビッグフレー
ム構法”。１年を通じて心
地よいぬくもり“360°トリプ
ル断熱”。
愛され続ける普遍的な外
観デザインのみかわ総合
住宅展示場モデルハウス
で、見て体感してください。

産まれも育ちも山形県 本気で快適な家を造っています

“高気密・高断熱”よく聞く
ワードだと思いますが、私
たちは山形県企業として
“山形の家”を考えていま
す。多世帯住宅であって
も、単世帯住宅であっても
家は安らぎの場所。外内
ダブル断熱と経年変化の
少ないLVL構造材で長期
に快適で安らげる家をご
覧下さい。

地元ビルダー×遮熱×断熱×耐震＝ヒートテック構法

庄内の地元工務店とし
て、寒暖の差が激しいこの
地域に合わせた、夏の暑さ
に『遮熱』、厳しい冬の寒
さへの『高断熱』、それらに
欠かせない『高気密』。更
に近年の地震の増加に
備えるべく『耐震パネル構
法』をすべて、実現させた
『ヒートテック構法』をご提
案致します。

WEB SITE NEW OPEN庄内みかわバーチャル住宅展示場
いつでも  どこでも  オンライン見学

「庄内みかわバーチャル住宅展示場」のWEBサイトをオープンいたしました。
STEP1

見学に行く前に、まずはバーチャル住宅展示場でモデル

ハウスをチェック。建築する際にこだわりたいこと、

見学の際に聞きたいことの準備を行うことができ、当日

の見学がスムーズになります。

STEP2
当日は各部屋のつながり、家事動線は快適かなど、実際

の生活イメージをモデルハウスで確認。バーチャル住宅

展示場で気になったポイントの質問もスムーズに行う

ことができます。

STEP3
モデルハウスの見学後、もう一度見たい

ポイントを、いつでもどこでも確認することが

できます。

モデルハウス
来場前

モデルハウス
来場当日

モデルハウス
来場後

バーチャル住宅展示場は360°パ

ノラマカメラでお部屋を撮影。

パソコン、タブレット、スマート

フォンから、まるで実際にモデル

ハウスを見学しているかのように、

Web上で気軽にお部屋をご覧い

ただけます。

庄内みかわバーチャル住宅展示場

 C lick START
！


