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冬は温度の高い地中熱や太陽熱、
生活発生熱を蓄熱し自動的に家の
中を換気・循環させて、夜間の冷え
込みを防ぎます。

太陽の自然な暖かさを…

新築・リフォーム・リノベーション 株式会社 武市ウインド名古屋ずっと変わらない豊かな暮らし

Facebook Instagramhttp://www.miyabi-ie.jp
雅の家

お問い合わせ
ご相談は 0120-158-381 受付時間：

AM9:00～PM6：00
定休日：水曜

本社 〒463-0046 名古屋市守山区苗代1丁目13番37号
モデルハウス 〒463-0001 名古屋市守山区上志段味東谷2080-3
滝ノ水店（モデルルーム） 〒458-0021 名古屋市緑区滝ノ水4丁目2201番

（一般建築業）愛知県知事許可 （般27）第32339号
（宅地建物取引業）愛知県知事（3） 第20731号

見学見学だけでも
  構いません!
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■敷地条件●住所/名古屋市守山区大字下志段味字作り道1601番●価格/3,780万円●用途
地域/第一種中高層住居専用地域●建ぺい率/60%●容積率/200%●高さ制限/20m高度地
区●準防火地域●土地権利/所有権●敷地面積/137.89㎡（41.71坪）●南側接道　幅員9m
に7.25m接する●学区/下志段味小学校/徒歩7分、志段味中学校/徒歩4分●１階/48.03㎡●
２階/44.72㎡●3階/19.88㎡●延床面積/112.63㎡（34.07坪）●ポーチ面積/2.2㎡●バルコ
ニー面積/24.84㎡●建築面積/49.69㎡●建築確認番号/第H28確認建築愛建住セ21912号

4つの魅力

オープンハウス開催

11/23 26木・祝 日
~

■敷地条件 ●住所/名古屋市守山区大字上志段味字東谷2080番3●価格/3，800万円●用途地域/第一種低層
住居専用地域●建ぺい率/40%●容積率/80%●高さ制限/10m高度地区●土地権利/所有権●学区/志段味東
小学校徒歩16分、志段味中学校 徒歩24分●１階床面積/53.67㎡●２階床面積/48.24㎡●延床面積/101.91㎡
●バルコニー/4.6㎡●ポーチ/2.0㎡●敷地面積/136.04㎡●建築確認番号/第H27確認建築愛建住セ23722号

夏涼しく、冬暖かい家
自然の力で

モデルハウス販売会モデルハウス販売会
各モデルハウス会場

3階の庭＝プライベート感UP!!1

狭小地でも、明るく贅沢な景色の庭が広くとれる！3
スペースを空へ広げる発想だから、
土地面積が抑えられる＝費用が抑えられる！
4

＋1リビングがある事で、家族のワク
ワクが増える!!
→ホームシアターや、BBQ・ガーデ
ニング・プール・ママ会などなど、
使い方は自由自在

2

夏は水遊び水遊び、冬には天体観測天体観測、

誰にも邪魔されないプライベート空間プライベート空間で、

四季折々の生活を楽しむ四季折々の生活を楽しむことができます。

3階にあるにあるお庭だから、だから、

青空青空のもとのもと家族団欒家族団欒を楽しめるしめる家

プライベートプライベート
ガーデンガーデン

33

モデルハウスを“特別価格”で販売します11/23  ~26木・祝
日

旧販売価格旧販売価格 3,990万円3 990万円3 990万円 旧販売価格旧販売価格 4,0504 0504 050

ナチュラルな

雰囲気がすてきな

キッチン＆ダイニング

プライスダウン

210210万円万円
OFFOFF

250250万円万円
OFFOFF

志段味支所前

志段味中学校西

志段味中学校

交番 名古屋市
志段味地区会館

名古屋市役所守山
区役所志段味支所
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モデルハウス販売会会場

Access Map

守山区下志段味字作り道1601番CAR NAVI

モデルハウス
販売会会場

Access Map

上志段味東谷2080CAR NAVI

Google map 雅の家モデルハウス 地熱の家



土地や予算に
合わせて、
建物の大きさ・
形の変更も
対応します！
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lifebox は自由なキャンバス。
　　理想のマイホームを描いみませんか

?

　理

Life
Box
Life
Box

Life
Box
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Box

Your comfortable life
with life box
Your comfortable lifeYour comfortable life
with life boxwith life box

Nice

Love
Relax

L i fe  B ox は 、 理 想 の 暮 ら し を カ タ チ に で きる
三 拍 子 が そ ろ っ た ラ イ フ ス タ イ ル 提 案 型 住 宅 で す
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1717:0000

~

11/23 ~26
「家づくりづくり無料無料相談会相談会」
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床 無垢パイン材 長期優良住宅仕様壁天井仕上げドイツ漆喰

小さな疑問にも丁寧にお答えします
資金が少なくて…

ローンのことがよくわからない…

資金相談会 土地情報
公開

入居者
VOICE

「 雅の家 」 
実績・こだわり

長く住むことができる長く住むことができる

今以上に楽しく暮らす今以上に楽しく暮らす

無理なく建てられる無理なく建てられる

余計なものは一切取り入れず、必然性のみで形作られた四角
い家は、どんな場所に建っても美しさを失わず、時間を経ても
その良さが色褪せることはありません。
こだわりをプラスしたシンプルな四角いお家は、自分たちの暮
らし方次第で、彩り方は自由自在です。

家づくりを行なうことは、設計やデザインも大事なひとつで
すが「お金（支払い）」のことも大変重要となります。
「資産計画」でお金の借り方や、支払いの方法を決めていか
なければなりません。お住まいになるご家族が安心して長く
住んでいただける「住宅」と「資産計画」を提案しています。

LIFE BOXはスケルトン（構造体）・インフィル（内装・設備）を分
けた家づくりの為、家族のライフスタイルに合わせて部屋の増
減など自由に変化させることができます。また、耐震性・断熱
性・劣化の軽減など厳しい基準を設け、より優しい暮らしの転
換を図ることを目的に国が「長期優良住宅」と呼ばれる基準を
設けました。

Fun!

Buy!

L
け

Long!

住みたい街がある！

土地がないのですが…

実際に家を建てた人の感想は？

どんな人が家を建てたの？

どんな風に家を建てるの？

「雅の家」ってどんな会社ですか？

thu sun

自由設計自由設計でこだわりこだわりの
快適空間快適空間を叶えます！叶えます！

このようなマイホームの不安ございませんか？

希望・現状から、あなただけの等身大資金計画シートを作成・進呈

雅の家スタッフが
それぞれの疑問に丁寧にお応えします

お気軽にお越しください。

4LDK36坪 1,850万円
4LDK36坪 1,850万円

（税抜）




