
家事 動 線にこだわったお家

Open HouseOpen House
23sat -24sun9

鈴鹿市道伯２丁目
AM10:00 - PM17:00

洗濯して、 干して、 片付けて…をすぐにできないですかね？ と奥様。

お洗濯って、 洗って干して片付けてとたくさんの洗濯物を運びまわって大

変なんですよね。

そんなご要望にお応えするべく、 お風呂 ・ 洗面室 ・ 物干し室 ・ ウォーク

インクローゼットをつなげて配置することで、 洗濯の動作がスムーズにな

りました。 まずは洗面洗濯脱衣室でお洗濯。 終わったら隣の物干し室に

入ってすぐに干してしまって、ドアを開ければそこはウォークインクローゼッ

ト。 乾いた洗濯物をパパッと収納！さらにＷＩＣは寝室とつながっており、

片付けた洋服をすぐに取り出せます。

ぐるりとお部屋がつながることで移動が少なくなり、 家事ラク、 時短を実

現しました。

　そんなこだわりの家事動線を、 ぜひ見学会にてご体感ください。

「洗濯から片付けまでラクに済ませたい」
という奥様のご要望。
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お施主様のご厚意により、特別に２日間だけお住まいをお借りして開催しております。
ご見学の際はご配慮のほどよろしくお願いいたします。

〒510-0954 三重県四日市市釆女町863-3
tel:059-348-0306／ fax:059-348-0307

info@seisyo-co.com
盛匠 三重

http://seisyo-co.jp 
三重ショールーム公開中

ショールームでは家具や雑貨の販売もいたしております。
ご見学の際はお問い合わせください。

株式会社 盛 匠［三重支店］

オープンハウスやマル
シェのクーポンなどオ
トクな情報をお届け！
友達登録お待ちして
ます♪■建設業／国土交通大臣許可(般-29)第26758号■宅建業／滋賀県知事(1)第3476号

■一級建築士事務所／滋賀県知事(イ)第2324号

Life is Smile つくりたいのは、お客様の笑顔のくらし

@rtb0974g
ID検索 

ご見学の際は事前にお連絡をくださいますとスムーズです
ご質問、ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください

059-348-0306Tel.

ご予約・お問い合わせなどはこちらへ



好評分譲中
NEWモデルハウス  来年1月完成予定
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■スパイラルガーデンサバーブ物件概要
●所在地／亀山市田村町字西谷6-16●交通／三交バス 「みずほ台西」 停徒歩約6分●総区画数／18区画
●地目／宅地●都市計画／非線引区画●用途地域／無指定●建ぺい率／60%●容積率／200%
■建築条件付住宅概要
●今回販売区画数／1区画●土地面積／406.85㎡（約123.07坪）●販売価格／3,280万円●建築確認／
第Ｈ２９確認建築ＣＩ東海Ｍ８０１３６号●備考／一時金：水道加入金130,000円、月額：管理費 3,900 円、そ
の他諸費用が別途かかります。＜売主＞

9号地 �odel �ouse
土地＋建物3,280万円万円万円

（税込）（税込）（税込）

道に迷われましたら
059-348-0306
までお電話ください

▼ Google Map
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施工イメージ

天窓付の小屋裏は
荷物置きだけじゃもったいない！
くつろぎスペースにも。

施工イメージ

インテリアのアクセントになる
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スパイラルガーデンサバーブ内  三重県亀山市田村町6-16�ccess
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ロイヤルブルーの
バーンドア

こだわりのアクセントクロス
大胆な柄のアクセントクロスをあしらってこ

だわりの空間に。左側の写真はお手洗いに、

右側の世界地図はＬＤＫに使うなど、お施主様

のセンスが光ります！

薪ストーブの熱で暖房いらず
２階居室は、１階の薪ストーブ

からのびる煙突の暖気を利用し

てお部屋を暖めます。煙突ス

ペースと部屋をつなぐ窓を設け

て、そこから暖気を取り込むこ

とで暖房器具がいりません。

魔法の粉！
コスミックパウダー
こちらのお家では壁紙と漆喰に使用

しているコスミックパウダーは、九州

で採集される２種類の岩石の粉末で

す。 常温で遠赤外線を放射し、植物の

成長促進・体内の重金属の排出促進

等の効果が確認されており、農業から

岩盤浴等の健康用品まで様々な分野

で用いられています。

この壁紙を使用された方より、「快眠

できる」「部屋の切花が長く持つ」「臭

いが早く消える」「アトピーの症状に

改善が見られた」「体調が良くなった」

等のご感想をいただいています。
※コスミックパウダーＨＰより抜粋

Point このお家の見どころ

バーンドアは外付けさ
れたレールが特徴のス
ライディングドア。近
年はそのレールに意匠

性を持たせたインテリアアイテムとして欧
米で大変人気があります。上吊りタイプな
ので、少々重量のあるドアでも軽い引き心
地で開閉はスムーズです。

Openhouse
2017

▲NHK ドラマのロケ地採用作品

心の奥に秘められた 「本当に建てたい家」 を見たくありませんか？

Mizunoデザイン
一級建築士　美術学修士　水野 康彦

水野 康彦による

今話題の夢をかなえる
ワクワク家づくりデザイナー

★ 心の中の夢の家
★ その場で描いてプレゼント
★ 限定 5 組！

夢の

体験イベント
２日間限定 !


