
前回のイベントには1628組のお客様にご来場頂きました!!

1 6 7 8 9金 月・祝土 日 10 火

入場無料 セミナー無料 相談無料

阪急うめだホール９階
阪急百貨店 うめだ本店会場

1/10（火）は18：00までとなります。
閉場30分前までにご入場ください。10:00   20:00

ホームページからもご予約いただけます 新築そっくりさん　大阪大阪・兵庫・奈良
〒530-0005 大阪市北区中之島3-2-18 住友中之島ビル1階新築そっくりさん

受付時間/午前9時～午後6時（土･日･祝も受け付けております）

アンケートにお答えいただいたお客様にもれなく

ご予約の上、ご来場されたお客様には

※ご来場の際、アンケートにもれなくお答えいただいたお客様に限ります。※特典は１家族１回とさせていただきます。
※他の来場特典との併用はできません。※一部使用できない店舗がございます。※イラストはイメージです。

※2016年9月に実施した展示品数との比較です。※写真はイメージです。

住友不動産
株式会社
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で

http://www.sokkuri3.com

ホームページをご覧ください
新築そっくりさん 大阪

0120-093-878
0120-093-151

ご来場特典ご来場特典

阪急百貨店で使える阪急百貨店で使える

『グルメ券
  500円分』プレゼント!!

もう1枚プレゼント!!
戸 建

リフォーム

マンション
リフォーム

さらに

戸建もマンションもTVCM放送
中！大好評

！

“1.5倍”（当社比）増!!!

最新住宅設備！国内一流メーカーの
キッチン・ユニットバスなど
水廻り設備を今回は

様々な比較検討が可能です！

家族の数だけリフォームがある

建て替えリフォームを
お考えの方へ



個別相談
窓口開設！

大阪ガス

床暖ベンチ

ガラストップコンロ

座れば“ほっこり”気持ちいい

パナソニック LIXIL

TOTO

快適ガスシステム多数展示!快適ガスシステム多数展示!

安全性・操作性・お手入れのしやす
さなど、多彩な機能を搭載。

システムキッチンから、バス、トイレまで、
住まいづくりに役立つ情報を展示

国内一流メーカーの住宅設備を比較しながらご覧いただけます。
新築そっくりさんが採用するハイグレードな設備を体感してください。

システムキッチン

バス トイレ

洗面台

最近地震が多くて不安…。
　そんな方に!調査で解決!!

無料調査
ございます!

最新住宅設備！国内一流
メーカーの

システムキッチン

洗面化粧台・トイレ

※イベントの内容や開催日時等が、予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※講師が変更になる場合がございます。

※収納相談は7（土）・8（日）のみ、
　会社選び相談は6（金）・9（月）・10（火）のみとなります。

風水相談
収納相談

相続相談 会社選び相談 0120-093-878
各セミナー開催時は除く
10：00～18：00時　間開催日 1 6 金 10 火

大改造!!劇的ビフォーアフター出演の匠が大集合!大改造!!劇的ビフォーアフター出演の匠が大集合!

リフォームの　 などによる住まいのセミナー開催!!匠

あなたの為の
オンリーワンキッチン

キッチン・ユニットバスなど水廻り設備を今回は“1.5倍”増! 様々な比較検討が可能です。

仮写真
支給お願いします。

※2016年9月に実施した展示品数との比較です。

（順不同）

※協賛企業は変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

協賛メーカー

一日一日を一緒に過
ごさせていただくステ
キなキッチンをお届け
することこそが私たち
の夢です。

あなただけの
オンリーワンキッチンを
求めて
クッチーナは自社工場での一貫生産。
細部にまでこだわり理想のキッチンを
目指します。

（当社比※）

戸 戸建て向けセミナー マ マンション向けセミナー

セミナーは先着順につき立ち見になる場合がございます。
個別相談は混み合いますので事前にご予約くださいませ!予約優先制

詳しくは会場のスタッフにお問い合わせください。

ご存知ですか？お家の築年数で
工事の内容は大きく変わります！

■実物大耐震補強模型

■制震システム

※建物の構造・状況により
　設置できない場合がございます。

〈 地震に強い秘密を大公開！ 〉

耐震補強工事で暮らし安心！※
制震システムも装備可能
事業スタートしてこの20年間、震度7の
大地震を経験し、全壊した物件はゼロ！
会場では模型を見ながら耐震補強をご
紹介致します。

生活スタイルに合わせて間取りから一新できるスケルトンリフォーム!!
そ
の
場
で

Before AfterSkeleton
※マンションの構造や管理規約、関連法規あるいは地域によって適用できない場合が
ございます。※写真は当社施工例です。

間取り診断・概算の
お見積り致します!

　　　　　　　　　　　　の住友不動産なら、   
建築を知り尽くしたリフォームのプロが
豊富なプラン力でご期待以上の住まいを実現!

マンションスケルトンリフォームをお考えの方へ

マンションリフォームNo.1※

※住友不動産グループ実績（平成27年「リフォーム産業新聞」調べ）

無料

ワークトップ ラックこだわりのキッチン展示ワンランク上の
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15：30  ー スタート ー 17：00  ー スタート ー 18：30  ー スタート ー

金曜日

日曜日

月曜日・祝日

火曜日

土曜日

セミナー日程

西濱 浩次 先生株式会社 コンパス建築工房

村尾 泰史 先生株式会社帝塚山工房

「昭和築」リフォームで
安心と耐震を

平成築だから考える
快適劇的リフォーム

三次元の
冒険家 匠

暮らしの
遊び仕掛け人 匠

空と家の
渡し人 匠

世代と動線の
修復師 匠

辻占い みろく庵代表
（株式会社ミロク経済研究所代表取締役）辰巳 鳳蓮 先生

リフォームで運気を
アップさせる風水術

リフォームで運気を
アップさせる風水術

谷口 美樹子 先生谷口建築設計室

小川 一 先生小川建築工房末吉 英明 先生末吉税理士法人
税理士 藍珠 ルチア 先生コーセイ占星学研究所 認定講師

辻占い みろく庵 所属鑑定士

萬川 幹夫 先生

歴史と思い出を残す
古民家再生

前向きに生きるための
「終の棲み家」

知って得する!
劇的相続セミナー

懐古住宅の
伝道師 匠リフォーム会社を選ぶ前に

必ず確認するべき
３つのポイント 西尾 肇 先生

大規模リフォームの会社紹介専門サイト
リフォームコンパス 代表取締役

中島 亜季 先生pentas代表 整理収納アドバイザー
プロ家庭教師

間取りで実現!
収納リフォーム!

中島 亜季 先生pentas代表 整理収納アドバイザー
プロ家庭教師

間取りで実現!
収納リフォーム!

風水セミナー

風水セミナー

収納セミナー

収納セミナー

第3者の専門家による
会社選びセミナー

第3者の専門家による
会社選びセミナー

税金セミナー

税金セミナー

戸 マ

リフォーム会社を選ぶ前に
必ず確認するべき
３つのポイント 西尾 肇 先生

大規模リフォームの会社紹介専門サイト
リフォームコンパス 代表取締役

戸 マ

第3者の専門家による
会社選びセミナー

リフォーム会社を選ぶ前に
必ず確認するべき
３つのポイント 西尾 肇 先生

大規模リフォームの会社紹介専門サイト
リフォームコンパス 代表取締役

戸 マ

戸 マ

末吉 英明 先生末吉税理士法人
税理士

知って得する!
劇的相続セミナー
戸 マ

戸

戸 マ

戸 マ

戸 マ

戸 マ

戸 マ

戸 マ

戸

一級建築士
萬川建築設計事務所 所長

ココまで出来る!
マンションリノベーション
マ


