2018 年（平成 30 年）9 月 13 日
株式会社アキュラホーム

最高に楽しいおうちをつくる「FUN HOME」発売
～いいね！のアンテナをくすぐる、楽しむ価値を加えた提案型商品～
全国工務店ネットワーク「ジャーブネット」（主宰：株式会社アキュラホーム代表取締役社長 宮沢俊哉、東京都新宿区）
は、2018 年 9 月 15 日（土）よりミレニアル世代の多様化する価値観に応える新商品「FUN HOME」を発売します。
近年では老若男女問わずSNSを利用する時代になり、特にデジタルに精通した「ミレ
ニアル世代」（※1）はSNS を利用することが習慣となっています。またこの世代は、モノ
の所有に価値を見出す”モノ消費”よりも、他人に自身の体験や経験を共有し、いい
ね！の共感を得られるコトに価値を見出す”コト消費”を重視する傾向があります。
「FUN HOME」は、こうした世代に向けた、おうちでこんな“コト”がしたい！あんな“コト”
がしたい！を実現する、楽しむ価値を加えた提案型商品です。
【FUN HOME 概要 ～おうち時間を最高に楽しむ 4 つのコースをご用意しました～】
① おうち de カフェ
お休みの日はパパがバリスタになってみたり♪
② おうち de グランピング
お庭やバルコニーでグランピングを楽しんだり♪
③ おうち de ライブラリー
ブックカフェのように珈琲を飲みながら好きな本を読んだり♪
④ たのしん de 家事
毎日の家事だって、遊びのように楽しんじゃったり♪
ミレニアル世代の多様化する価値観に応える「FUN HOME」。
ジャーブネットは住まう人が自分らしく暮らすことのできる住まいを提案し、お客様と共におうち時間をプロデュースして
いきます。
【暮らしを楽しむ仕掛け：おうち時間を楽しむ暮らし方のヒントを SNS で共有】
2018 年 7 月 28 日～8 月 31 日の期間で、インスタグラム内で『おうちグランプリ』投稿キャンペーンを開催し、約 730 件も
の投稿をいただきました。様々な価値観で家での暮らしを楽しんでいる様子を見ることができます（ハッシュタグ“＃おう
ちグランプリ”で検索）。自分らしい暮らし方を探すヒントとしていただければと思います。

■「FUN HOME」販売期間
本商品は、2018 年 9 月 15 日（土）～12 月 25 日（火）の期間中に開催する全国一斉フェア「めいっぱい“おうち時間”を
楽しもうフェア」にて 300 棟限定で販売します。
＜本件について報道関係からのお問い合わせ先＞
株式会社 アキュラホーム 広報課 西口・柳内 Email： aqura_pr@aqura.co.jp
住所： 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 34F TEL:03-6302-5010 （直通） FAX:03-5909-5570
●写真データは右記よりダウンロードすることができます。 http://www.aqura.co.jp/news.html

■「FUN HOME」でご提案する暮らし方

「たのしん de 家事」
みんな揃ってスイーツづくりが我が家の休
日の楽しみ方。アイランドキッチンならお
料理やお菓子づくりでワイワイ盛り上がれ
そう！

「おうち de ライブラリー」
まるで、図書館！？家族の好きな本や雑
誌を並べれば、くつろぎ空間のできあが
り。ブックカフェのように珈琲を飲みな
がら好きな本を読む。

楽しん de 家事コース
参考プラン
延床面積：115.51 ㎡

「おうち de グランピング」
お肉や野菜の準備ができたら、楽しいバー
ベキューのはじまり。広い空の下、気持ち
のいいグランピングがいつでも楽しめる。

「おうち de カフェ」
パパがお休みの日は、私のためにコーヒー
を淹れてくれる。カフェダイニングで美味
しい珈琲を飲みながら、顔を合わせておし
ゃべりを楽しむ。

（※1）「ミレニアル世代」：1980～2000 年代初めに生まれた世代

■ジャーブネット（JAHBnet）とは
ジャーブネットは全国206社の工務店・ビルダーなどが加盟する工務店ネットワーク組織。アキュラホームが94年に独自
の住宅建設合理化ノウハウを体系化した「アキュラシステム」を開発。これまでに約 2700 社の全国の工務店に導入され
ると共に、98 年に（財）日本住宅・木材技術センターの「木造住宅供給支援システム」に認定され、その仕組みをもって工
務店組織「アキュラネット」（現ジャーブネット）を設立。全国規模のネットワークによるスケールメリット、地域密着企業な
らではのダイレクトサービスを併せ持つネットワークとして全国のユーザーに「良質な住宅を適性価格」で提供。
～ 「めいっぱい“おうち時間”を楽しもうフェア」実施店一覧 ～
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社名
（株）健名工建
三井国土開発（株）
（株）協和
（株）千田工務店
ＥＣ南部コーポレーション（株）
ＥＣ南部コーポレーション（株）
一関モデル
（株）カネソ曽根建業
（株）建北社
（有）ＧＮＩホーム
（有）すまい倶楽部
光建設（株）
泉滝尻街かどモデルハウス
（株）うらら
（株）カイテキホーム
（株）創森住宅
（有）アミカブルサービス
アイエスホーム モデルハウス
アイエスホーム 松盛堂（株）
塚本産業（株）
（有）大紘建設
（株）浦野建設
（株）浦野建設 山王モデルハウス
（株）浦野建設 小八木モデルハウス
パステルホーム(有)
パステルホーム「アン・ティーナ」
パステルホーム「新前橋展示場」
三浦建設（株）
平林建設（株）
（株）リバティホーム
（株）リバティホーム 2 階建モデルハウス
（株）リバティホーム 3 階建モデルハウス
（株）リバティホーム 江戸川ショールーム
（株）小林建設
さつま建設（株）
セダー建設（株）
（株）コラム建設

住所
北海道空知郡上富良野町宮町 3-10-21
北海道室蘭市八丁平 4-17-10
青森県青森市荒川字柴田 281-8
岩手県北上市常盤台 4-10-78
岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳 71
岩手県一関市中里雲南 111-2
宮城県仙台市泉区八乙女 4-9-7
山形県村山市楯岡新町一丁目 16-3
山形県鶴岡市大岩川家之平 64-2
福島県いわき市泉町 5-8-11
福島県本宮市本宮字戸崎 7-1
福島県いわき市泉滝尻定ノ田 183 番 2
茨城県つくば市二の宮 2-13-6
茨城県つくば市筑穂 2-3-1
茨城県石岡市石岡 13462-20
茨城県稲敷郡阿見町島津 527-1
栃木県小山市西城南 6-10-5
栃木県小山市西城南 6-11-1
栃木県真岡市荒町 57-18
栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺 2361-17
群馬県高崎市我峰町 50-2
群馬県前橋市山王町 1-34-30
群馬県高崎市小八木町 795-1
群馬県高崎市福島町 802-4
群馬県高崎市棟高町 1343-1
群馬県前橋市古市町 303 付近
千葉県南房総市和田町海発 1518-3
千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1
東京都江戸川区西小岩 3-21-30
東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-17
東京都江戸川区西小岩 3 丁目 12-12
東京都江戸川区西小岩 3-6-13
東京都東大和市向原 4-32-8
東京都大田区新蒲田 3-28-10
東京都大田区上池台 3-18-1
神奈川県秦野市鈴張町 1-34

神奈川県
神奈川県
富山県
富山県
石川県
石川県

松栄建設（株）
（有）本田節紀工務店
（株）すまいるほーむ
経堂展示場
キャロットホーム 子どもと暮らす家 金沢上荒
屋モデル
キャロットホーム 片付く家は女性を美しくする
金沢新保本モデル

石川県

キャロットホーム/株式会社駒沢建工

福井県
山梨県
長野県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
静岡県

静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県

フジホーム 富士良建設（株）
（株）エスティケイ
大井建設工業（株）
Yy ハウジング（株）橋本
創蔵空間展示場
創造空間中心蔵展示場
（株）マルモホーム
（株）マルモホーム
インテリアショップ「リゾテア」
（株）マルモホーム 大浜モデル
（株）マルモホーム 桃園モデル
（株）福工房 掛川展示場
（株）福工房 静岡展示場
（株）福工房 袋井展示場

静岡県

（株）福工房 藤枝展示場

静岡県

（株）福工房 藤枝南展示場

静岡県

（株）福工房 浜松展示場

静岡県

（株）福工房 浜松東展示場

静岡県

（株）福工房 富士展示場

愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
三重県

（株）アッシュホーム
（株）アッシュホーム 稲沢展示場
（株）鈴木工務店
アサヒホームクラフト モデルハウス
（株）アサヒホームクラフト
（株）緒方建設
大治西Ⅶモデルハウス
大治西條分譲モデル
森大建地産
森大建地産 住まいのライブラリー イオンタウ
ン伊賀上野店
（株）青谷建築工房
創業元治元年 小林工務店
潮田工務店（株）
（株）前昌建設
広和建設（株）
田原建設（株）
（有）結城建設
（有）結城建設 姫路営業所
前川建設（株）

静岡県

三重県
滋賀県
京都府
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
兵庫県

神奈川県横浜市港北区仲手原 1-27-13
神奈川県横浜市青葉区さつきが丘 8-43
富山県富山市中川原 334 番地
富山県富山市経堂新町 6-62
石川県金沢市上荒屋 1-203-1
石川県金沢市新保本 1 丁目 451-10
石川県小松市今江町 6-681
石川県野々市市御経塚 1 丁目 495 番 7
福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 20-10
山梨県甲府市荒川 1 丁目 10 番 9 号
長野県北佐久郡御代田町馬瀬口 1670-74
岐阜県各務原市那加大東町 61-2
岐阜県岐阜市切通 5-7-5
岐阜県各務原市那加前洞新町 4ー78ー1
静岡県静岡市駿河区西島 1038-2
静岡県静岡市駿河区下川原 6 丁目 25-5
静岡県静岡市駿河区西島 1038-2
静岡県静岡市駿河区下川原 6 丁目 25-5
静岡県掛川市宮脇 1 丁目 2-6
静岡県静岡市駿河区下川原 6 丁目 26-8
静岡県袋井市下山梨 1961-1
静岡県藤枝市五十海 3-12-2
（SBS マイホームセンター藤枝展示場）
静岡県藤枝市田沼 5 丁目 1-27
静岡県浜松市南区青屋町 400
（SBS マイホームセンター浜松展示場）
静岡県浜松市東区下石田町 1823-1
静岡県富士市今井 348-4
（SBS マイホームセンター富士展示場）
愛知県稲沢市下津鞍掛 1 丁目 2 番地 11
愛知県稲沢市下津鞍掛 1 丁目 1 番地 16
愛知県津島市古川町 2-48
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺赤星裏 4540
愛知県名古屋市中川区富田町千音寺赤星裏 4540
愛知県海部郡大治町大字西條字狐海道 220
愛知県海部郡大治町大字西條土井ノ池 26-1
愛知県海部郡大治町大字西條字七反田 21-2
三重県伊賀市猿野 1238
三重県伊賀市四十九町 1850 番地
滋賀県高島市マキノ町牧野 480
京都府京都市上京区一条通大宮西入鏡石町 36
京都府南丹市園部町船坂保田 45 番地
奈良県北葛城郡広陵町馬見北 4-12-7
大阪府高槻市梶原 6-10-5
大阪府枚方市南楠葉 1-14-14
兵庫県赤穂市山手町 7-7
兵庫県姫路市下手町 1-5-25
兵庫県加古川市加古川町北在家 2646 番地三洋ビル 1 階

和歌山県
鳥取県
鳥取県
鳥取県
島根県
島根県
島根県
広島県
広島県
広島県
山口県
徳島県
香川県
香川県
香川県
高知県
福岡県
佐賀県
佐賀県
宮崎県
宮崎県
鹿児島県
鹿児島県
沖縄県

A（エー）ホーム
（株）アート建工
（株）アート建工 出雲店
トコスホーム 西福原展示場
（有）大廣建設
（有）大廣建設 西津田店
今井産業（株）
サン工務店（株）
トヨキタホーム
（株）ラーバン
（株）にしき
ラッフルズホーム（株）
（株）ロータリーハウス
（株）ロータリーハウス 春日展示場
（株）ロータリーハウス 上林展示場
和建設（株）
（有）メイクハウス
（株）クレセントホーム
（株）クレセントホーム 鳥栖支店
パークビィラ佐土原モデル
（株）川上建築
ニューイングホーム（株）
南日本ハウス（株）
HARMO design

和歌山県紀の川市久留壁 180
鳥取県米子市上福原 2 丁目 8-35
鳥取県出雲市中野美保南 1 丁目 4-1
鳥取県米子市西福原 6 丁目 960-3
島根県松江市馬潟町 341-4
島根県松江市西津田 6 丁目 1 番 43 号
島根県江津市桜江町川戸 472-1
広島県広島市西区己斐本町 2-18-7
広島県東広島市河内町中河内 643-1
広島県広島市佐伯区五日市町石内 943-1
山口県岩国市錦町大字広瀬 823-2
徳島県徳島市東吉野町 2-45-9
香川県高松市多肥下町 1593-9
香川県高松市春日町 404 番地 1
香川県高松市上林町 30 番地 8
高知県高知市東秦泉寺 5-1
福岡県大川市大字向島 2612 の 2
佐賀県佐賀市神野東 2 丁目 5-17
佐賀県鳥栖市蔵上 4 丁目 103
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂字 3992-14
宮崎県東諸県郡国富町大字森永 1659-1
鹿児島県霧島市国分中央六丁目 1 番 41 号
鹿児島県鹿児島市上荒田町 38-8
沖縄県豊見城市豊見城 199 番地 Ｃ-2

