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2010 年（平成 22 年）12 月 17 日
ジャーブネット

新春 福袋 企画 390 万円で家を建てるチャンス！
「新すまい 55」を抽選で 2 名様にご提供
日本最大のホームビルダーネットワーク「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）では、2011 年 1 月 1 日より ジャーブネット全国一斉 8 万棟達成記念 大感謝祭 として新春フェアを開催い
たします。フェアの目玉として、抽選で 2 名様に「新すまい 55」 大感謝 390（サンキュー）福袋 として 390 万円でご提供いた
します。
■新春特別企画「大感謝 390 福袋」 〜「新すまい 55」を 390 万円で 2 名様に抽選販売！
ジャーブネット販売累計棟数 8 万棟を記念して、新春ならではの「390 万円福袋」を企画しました。期間中に応募されたお
客様の中から抽選で 2 名様（ジャーブネット 1 名、アキュラホーム 1 名）に、「新すまい 55」を、お年玉価格の 390 万円（本体
価格・税込、「2 階建て」または「平屋建て」のいずれか）で販売します。応募期間は 2011 年 1 月 1 日〜1 月 25 日（18 時まで）
で、ジャーブネットの専用ホームページにて受け付け、1 月 27 日に抽選をおこないます。
■550 万円の戸建て住宅「新すまい 55」
「新すまい 55」とは、アキュラホームが昨年 4 月に発売した企画型住宅で、
品質にこだわりながらコストを削減し、本体価格 550 万円（税込）を実現。 ア
キュラホームでは、
「新すまい 55」の発売にあたり、家づくりの原点にもう一
度戻って、家づくりのムダを排除することで、マイホームを考える全ての方々
に、家づくりの予算に無理がなく、建ててからの ライフリッチ を楽しむこ
とができる新しい時代の家づくりを提案しました。 そしてこの提案は、昨今
のムダが多い家づくりを見直す機会となる等、多くのお客様から高く評価・支
持され、これまでに 135 棟を建築しました。資料請求やモデルハウス見学会参
加など 20,000 件にのぼる反響を頂きました。また、マイホームだけが人生で
はないと考える若い世代や、古くなった持家はリフォームするしかないと思っ
ていた団塊世代に対し、新築・建替えという選択肢を加えるなど、新しい市場
を創造することもできました。 このように多くのお客様からご好評をいただ
いている「新すまい 55」を、新春福袋企画としてお年玉価格の 390 万円で建
てられるチャンスの到来です。

「新すまい 55」2 階建て外観

1.商品概要 ：『2 階建て』『平屋建て』の 2 タイプ
室内空間レイアウトの自由度を格段に向上させるスケルトン＆インフィル工法を採用した、間取り自由の企画型住宅です。
耐震性などを含む品質においても必要十分な性能を保持しています。
①『2 階建て』（延床面積 60.39 ㎡）
「賢く人生設計をしたい若い世代の夫婦」をターゲットに、壁面大収納があり、3 人家族にも対応した住宅。
将来のライフスタイルにあわせて、2 階は 2 部屋の間取りにも変更可能。
②『平屋建て』（延床面積 48.74 ㎡）
「建替えを考えている団塊世代の夫婦」をターゲットにしたバリアフリーで、オール電化、床暖房のある住宅。
2.販売期間 ： 2011 年 1 月 1 日 〜 1 月 25 日 18:00 まで
3.当選発表 ： 2011 年 1 月 28 日より専用ホームページにて
＜お問い合わせ先＞ 株式会社アキュラホーム 広報課 堀越 TEL：03-6302-5010
●写真データは右記 URL よりダウンロードすることができます。 URL：http://www.aqura.co.jp/news.html
●「大感謝 390 福袋」応募ホームページ(2011 年 1 月 1 日からオープン) 「ジャーブネット 大感謝祭」で検索

＜「大感謝 390 福袋」取扱一覧＞

【ジャーブネット】
社名
三井国土開発㈱
㈱千田工務店
㈲佐藤工務店
㈲木村工務店
㈱水清建設
㈱花坂ハウス工業

住所

展示場
㈲住倶楽部
光建設㈱
山本材木店
ぐん.せい建商㈱
展示場
㈱浦野建設
展示場
㈱山里建設
辻住宅㈱
フルヤ木材㈱
㈱新葉ホーム
平林建設㈱
展示場
㈱CLE 総合研究所
㈱五十嵐惣一工務店
㈱リバティホーム
㈱小林建設
㈲シイケン
㈱成田組
㈱ホームプラザサンヨー
㈲エヌ工房
㈱コラム建設
㈲アスワンホーム
富士良建設㈲
佐藤工業㈱
千曲建設工業㈱
㈱本多建設
㈱中日ホーム
太陽建設㈱
㈱カトゥールビルド
展示場
知立木材(資)
㈱アドバンスホーム
コウベホーム （株）河辺組
㈱鈴木工務店
ユートピア建設㈱

北海道室蘭市八丁平 4-17-10
岩手県北上市常盤台 4-10-78
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中野 45-11
岩手県釜石市唐丹町字小白浜 295
岩手県紫波郡矢巾町西徳田 5-201-2
宮城県東松島市小野字中央 5-5
宮城県東松島市牛網字駅前 1-61-6
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
栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田 1192-5
群馬県北群馬郡榛東村広馬場 2207-1
群馬県高崎市中泉町 640-9
群馬県高崎市我峰町 50-2
群馬県高崎市下小鳥町 214-3
群馬県高崎市下中居町 381
千葉県旭市イ-2664-1
千葉県山武郡横芝町横芝 1476-7
千葉県君津市西坂田 3-1-10
千葉県夷隅郡大多喜町森宮 109-1
千葉県夷隅郡大多喜町船子 887-1
千葉県市原市南国分寺台 4-1-5
千葉県流山市東深井 65-7
東京都調布市緑ｹ丘 1-36-26
東京都江戸川区西小岩 3-21-30
東京都東大和市向原 4-32-8
神奈川県横須賀市長沢 1-45-12
神奈川県横浜市鶴見区栄町通 4-48-1
神奈川県藤沢市鵠沼橘 1-1-17 ｻﾝﾖｰﾋﾞﾙ 4F
神奈川県相模原市上鶴間本町 7-3-29
神奈川県秦野市鈴張町 1-34
石川県金沢市入江 2-26
福井県大飯郡おおい町名田庄小倉 20-10
山梨県甲斐市西八幡 3760-1
長野県上田市諏訪形 973-1
長野県岡谷市川岸東 1-1-1
岐阜県多治見市大畑町大洞 2-1
岐阜県安八郡神戸町川西 56
愛知県名古屋市瑞穂区前田町 2-12-2 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ OKUDA1F
三重県四日市市伊坂台 2-265
愛知県知立市山屋敷町山屋敷 47
愛知県安城市東端町中根山 19-1
愛知県田原市仁崎町前田 4-6
愛知県津島市古川町 2-48
愛知県岡崎市大門 5-2

社名
㈱オカザキホーム

住所

展示場

森大建地産
RAISE HOME ㈱松匠ホーム
中川建築
㈲青谷建築工房
アヤハ不動産㈱
田原建設㈱
広和建設㈱
㈲結城建設
エヌズプラン （資）中村組
㈱前昌建設
A（エー）ホーム
㈱アート建工
展示場
フジホーム㈱
㈲大廣建設
展示場
トヨキタホーム
㈱大喜
㈱金原工務店
㈱ロータリーハウス
展示場
東建設㈱
山元建設㈱
㈱クレセントホーム
展示場
㈱秀建工業
㈱喜納工務店

愛知県岡崎市大樹寺 1-5-20
愛知県岡崎市昭和町観音 63-1
愛知県豊田市下市場町 6-70-1
愛知県知立市弘法町弘法下 35-2
愛知県東海市荒尾町大城 32
三重県伊賀市猿野 1238
三重県伊勢市御薗町長屋 2228
三重県津市庄田町八王子田 2078-1
滋賀県高島市ﾏｷﾉ町牧野 480
滋賀県草津市野村 7-16-19
大阪府枚方市南楠葉 1-14-14
大阪府高槻市梶原 6-10-5
兵庫県赤穂市山手町 7-7
兵庫県美方郡香美町香住区香住 133-1
奈良県北葛城郡広陵町馬見北 5-16-10
和歌山県紀の川市久留壁 180
鳥取県境港市福定町 671-1
鳥取県米子市両三柳 2086
鳥取県港境市夕日ヶ丘 2-3
島根県八束郡東出雲町揖屋町 51 番 3
島根県松江市八幡町 535-1
島根県松江市浜乃木 6-31-22
広島県東広島市河内町中河内 643-1
広島県広島市安佐南区西原 3-13-12
徳島県徳島市仲之町 3-38-1
香川県高松市多肥下町 1593-9
香川県高松市春日町 404-1
愛媛県大洲市菅田町菅田甲 1134-1
福岡県遠賀郡芦屋町白浜町 1-4
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝 1307-10
佐賀県三養基郡上峰町大字防所 250-8
佐賀県佐賀市鍋島町大字森田 400-1
沖縄県島尻郡南風原町宮平 342-4
沖縄県那覇市松川 448-1

【アキュラホーム】
営業所
熊谷営業所
新熊谷営業所
本庄営業所
東松山営業所
上尾営業所
川口営業所
カタクラ営業所
宮原営業所
与野営業所
春日部営業所
草加営業所
川越営業所
志木営業所
所沢若狭営業所
所沢営業所
鶴ヶ島営業所
新座営業所
瀬田営業所
武蔵野営業所
練馬営業所
立川営業所
八王子営業所
相模原営業所
横浜北営業所
横浜町田営業所
平沼営業所
大船営業所
幕張営業所
松戸営業所
松戸二十世紀営業所
市川営業所
三郷営業所
我孫子営業所
つくば営業所
浜松営業所
浜松西営業所
名古屋営業所
蟹江営業所
難波営業所
千里営業所
花博営業所
伊丹営業所
明石営業所
加古川営業所
姫路営業所
広島営業所
福山営業所

住所
埼玉県熊谷市石原 369-1（熊谷ハウジングステージ内）
埼玉県熊谷市佐谷田西河内 200（新熊谷ハウジングセンタ-内）
埼玉県本庄市朝日町 2-19-8（本庄ハウジングステージ内）
埼玉県東松山市松葉町 4-3-15（TBS ハウジング内）
埼玉県上尾市緑丘 3-4-27（上尾ハウジングステージ南会場内）
埼玉県鳩ヶ谷市坂下町 1-5-8（川口・鳩ヶ谷住宅公園内）
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-264-1（さいたま新都心カタクラ住宅展示場内）
埼玉県さいたま市北区植竹町 1-816-1（大宮北ハウジングステージ内）
埼玉県さいたま市中央区本町西 5-111（さいたまハウジングパーク内）
埼玉県春日部市谷原 2-2-6（春日部住宅展示場内）
埼玉県草加市瀬崎町 481（ＴＢＳハウジング草加住宅展示場内）
埼玉県川越市東田町 4（川越住宅公園内）
埼玉県朝霞市三原 3-33-23（ハウジングメッセ志木住宅公園内）
埼玉県所沢市若狭 3-2352-1（所沢ハウジングステージ内）
埼玉県所沢市有楽町 17-5（所沢住宅公園内)
埼玉県鶴ヶ島市脚折 1513-7（鶴ヶ島住宅公園内）
埼玉県新座市畑中 3-9-10（新座・朝霞ハウジングステージ内）
東京都世田谷区瀬田 5-20 （ハウジングプラザ瀬田内）
東京都武蔵野市西久保 3-1-25（武蔵野ハウジング・スクエア内）
東京都練馬区谷原 5-28-30（練馬 IC ハウジングギャラリー内）
東京都立川市泉町 935-1（ハウジングワールド立川内）
東京都八王子市大谷町 234（ＡＢＣハウジング八王子住宅公園内）
神奈川県相模原市中央区向陽町 1-17(相模原住宅公園内)
神奈川県横浜市都筑区中川 1-4-1（ハウスクエア横浜内）
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町 1-6（ＡＢＣハウジング横浜町田住宅公園内）
神奈川県横浜市西区西平沼町 6-1（tvk ハウジングプラザ横浜内）
神奈川県鎌倉市岩瀬 1340（ｔｖｋハウジングプラザ大船内）
千葉県千葉市花見川区幕張町 5-417-7（幕張ハウジングパーク内）
千葉県松戸市八ヶ崎 825-1(ハウジングプラザ松戸内)
千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町 130（松戸・二十世紀が丘住宅公園内）
千葉県市川市鬼高 1-1-2（ＡＢＣハウジング市川住宅公園内）
埼玉県三郷市天神 2-92（三郷ハウジングステージ内）
千葉県我孫子市つくし野 4-80-1(我孫子住宅公園内)
茨城県つくば市研究学園Ａ-55 街区（つくばハウジングパーク内）
静岡県浜松市南区青屋町 400（SBS マイホ-ムセンタ-浜松内）
静岡県浜松市西区志都呂町 5448-3
愛知県名古屋市北区猿投町 2（黒川東中日ハウジングセンター内）
愛知県海部郡蟹江町北新田 1-60（ＣＢＣハウジング蟹江インター住まいの公園内）
大阪府大阪市浪速区敷津東 1-1-1（なんば住宅博内）
大阪府吹田市千里万博公園 1-7（ABC ハウジング千里住宅公園内）
大阪府大阪市鶴見区焼野 1 丁目南 5(花博記念公園ハウジングガーデン内)
兵庫県伊丹市奥畑 4-33（ABC ハウジング伊丹・昆陽の里住宅公園内）
兵庫県明石市大蔵海岸通 1-2-3（ABC ハウジング明石海岸通住宅公園内）
兵庫県加古川市尾上町今福 49-1（神戸新聞ハウジングセンター内）
兵庫県姫路市書写 634 番 13(ABC ハウジング姫路・書写住宅公園内）
広島県広島市安佐南区伴南 5-38-12（こころ住宅展示場内）
広島県福山市引野町 4-3-20

