
一年中きれいな空気で過ごす家

完成内覧会2
土

12月

イベントカレンダー

11
Nov.

＜11 月中見学可能な案内イベントのお知らせ＞

時 間

東京都八王子市南陽台 3 丁目
※詳しい住所はお問い合わせください

※モデルハウスの見学の際は、お電話にてご一報いただけると幸いです。

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台4 -21-17　●営業時間／ 9:30 ～ 17:30　●定休日／火・水曜日

045-833-2622Tel.
Fax.045-833-2610
E-mail : info@100kj.co.jp

百年健康住宅

近代ホーム
ご予約・お問い合わせは

約３６.３坪
（４ＬＤＫ＋小屋裏）

東京都八王子市に新たに赤レンガ

のジョージアンスタイルの百年健

康住宅が完成します。太陽光発電

と全館空調のマッハシステムで快

適かつエコな生活ができる理想の

住まいです。

赤レンガの二世帯住宅

完成前個別見学会
横浜市金沢区釜利谷東3 丁目

レンガ積みの高い耐震性と耐久性。

赤レンガが美しい佇まいの邸宅。

生活空間に配慮した二世帯住宅。

約５４.２坪
（上下分離型二世帯）

完全予約制 レンガの二世帯住宅

完成前個別見学会
横須賀市津久井 2 丁目

レンガ積みの高い耐震性と耐久性。

黄色レンガが明るく、美しい家。

完全分離型の二世帯住宅。

約５８.２坪
（上下分離型二世帯）

完全予約制11月中
見学可

完成間近！
完成間近！

完成間近！
完成間近！

木工事中！
木工事中！

完成間近！
完成間近！

※画像はイメージです

2日間開催！白いレンガの邸宅

完成内覧会3
日

2
土

12月

時 間 10：00～17：00

藤沢市片瀬山 3-26-1 約４９.１坪
（２ＬＤＫ＋仕事室）

※画像はイメージです

快適エコなレンガの家

構造現場 個別見学会
藤沢市柄沢 305

レンガ積みの高い耐震性と耐久性。

赤レンガが美しい佇まいの邸宅。

太陽光と全館空調の快適エコ生活。

約３５.０坪
（３ＬＤＫ）

完全予約制

完全予約制

二世帯住宅の百年健康住宅

構造現場 個別見学会
横浜市栄区田谷町

レンガ積みの高い耐震性と耐久性。

永く住み継がれる百年健康住宅。

飽きの来ない有機的建築思想を採用。

約71.0 坪
（３ＬＤＫ＋３ＬＤＫ）

完全予約制11月中
見学可

11月中
見学可

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです

木工事中！
木工事中！

木工事中！
木工事中！

完全予約制につき、事前にご希望の
お時間をお伝えください。
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建築現場

片瀬山片瀬山

湘南白百合学園

中学・高等学校

湘南白百合学園

中学・高等学校

藤沢市片瀬山に新たに白いレン

ガ積みの家が誕生します。吹き

抜けのある

大空間が特

徴。片瀬山

駅からも近

くです。

見学可

11
12まで



遠赤外線クッキングヒーターＤＧＨの実演会です。食の健康を考えなが

ら調理方法などをご紹介いたします。どうして美味しく作れるのか？どう

して経済的なのか？など、何でも聞いてください。

遠赤外線クッキングヒーター DGH

実演試食会

初級編10：00～12：00 
上級編14：00～16：00 

時 間

モデルハウス「ゲストハウス」
（横浜市港南区港南台4-25-25）

会 場

完全予約制

各イベントのご予約方法はお電話・ＦＡＸ・メールでお願いいたします。

好評受付中

＜特典＞★宿泊費無料。近所でも評判のお店の夕食をご招待！（初回のみ 1万円分のお食事券プレゼント !!）　

＜条件＞★２回目以降のご来場で弊社で建築可能な方。★チェックアウト時に簡単な清掃にご協力いただける方。

食事

ご招待
( 上限あり )

宿泊費

無料

近代ホームグループは、住宅業界で先駆けて

「宿泊体験システム」を誕生させました。

ご契約前に「建てた後の実際の住み心地」をお試し頂いております。

体験宿泊のご案内
百年健康住宅

来年から始まる少額投資非課税制度

じぶん年金づくりを国が応援する制度とし

て「つみたてＮＩＳＡ」がスタートします。

誰でも少額から始められ、非課税期間が２

０年もあるため、コツコツと老後資金を増

やしたいという方にぴったり。運用の基礎

知識も学べてお得な内容です。

お申し込み方法

つみたてオフィス 「あしたば」

Tel. : 045-263-8535
E-mail :　 info@ashitaba-mirai.jp

※お電話またはメールで直接お申込みください。

※完全予約制のため、 事前にご予約をお願いします。

ファイナンシャルプランナー (CFP®)

安藤宏和 （あんどう ひろかず）先生

横浜市出身。大手金融機関での勤務を経て、独立系ファイナン
シャルプランナーとして開業。マネーセミナーで年７０回以上
講師を務め、受講者は1200人にのぼる。

株式会社あしたば未来塾　代表取締役
一般社団法人確定拠出年金教育支援協会　専務理事
ファイナンシャルプランナー

講師

あしたばＨＰは
こちらから

完全予約制

※モデルハウスの見学の際は、お電話にてご一報いただけると幸いです。

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台4 -21-17　●営業時間／ 9:30 ～ 17:30　●定休日／火・水曜日

045-833-2622Tel.
Fax.045-833-2610
E-mail : info@100kj.co.jp

百年健康住宅

近代ホーム
ご予約・お問い合わせは

４
土

11月

25
土

11月

「土地を探しているけど、不動産屋さん売り込まれるのは嫌だなぁ…。」 

「そろそろ土地を探したい。」そんなお客様向けの相談会です。プロのス

タッフが、的確にアドバイスいたします。

土地探しに役立つ個別相談会！

土地探し相談会

午前の部  10：00～12：00 
午後の部  14：00～16：00 

時 間

近代ホーム本社
（横浜市港南区港南台4-21-17）

会 場

完全予約制

18
土

11月

【女性限定】「つみたて N ISA」まるわかりセミナー
初心者でも安心 !! お得に「じぶん年金づくり」を始めるチャンス !

コラボ企画　近代ホーム × あしたば

「TKPガーデンシティPREMIUM 横浜ランドマークタワー」
横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
横浜ランドマークタワー　２５階

参加費 近代ホームの紹介とお知らせいただければ 『無料』 ！
※通常3,000円

会場

□ 11月中　　　       赤レンガの二世帯住宅　完成前個別見学会

□ 11月12日まで　　レンガの二世帯住宅　完成前個別見学会

□ 11月中　　         快適でエコなレンガの家　構造現場 個別見学会

□ 11月中　　         二世帯住宅の百年健康住宅　構造現場 個別見学会

□ 12月２日（土）　　　一年中きれいな空気で過ごす家 完成内覧会

□ 11月18日(土)　　　土地探し相談会

□ 11月25日(土)　　　遠赤外線クッキングヒータ　DGH　実演試食会

□　百年健康住宅　　 体験宿泊予約

（　　　日　　時ごろ）

（　　　日　　時ごろ）

（　　　日　　時ごろ）

（　　　日　　時ごろ）

（　　　　　時ごろ）

（ □午前　□午後 ）

（ □午前　□午後 ）

（　ご希望日　　　 日）

お名前

参加人数 大人：　　　名　こども：　　　名

ご住所

電話番号

メールアドレス


