
⻑野県庁⽣協組合員の皆様へ

マイホームお役⽴ち情報
⻑野県庁⽣協組合員の皆様のお住まいづくりに
お役⽴てていただける下記情報をご案内いたします。
また、ご建築の際は会員様特別価格でご提供させて頂きます。

② 新規⼟地情報のご案内＜松本市⼩屋南＞
⼈気の松本市⼩屋南に２区画の新規分譲地を開始
いたします。⼦育てやお買い物などの利便性が良く、
希少価値の⾼いエリアでの⼟地情報ですので、
ご興味ありましたら、まずは下記２次元コードより
お問い合わせください。

＜お問合せ先＞
積⽔ハウス株式会社 松本⽀店 不動産店
⽵永 敏男 TEL. 090-8723-4473

① オンラインイベントのご案内
＜SUMUFUMU CHNNEL、実例⾒学会>
コロナ禍におきましてご⾃宅でスマホから⼿軽に
住まいづくりの最新情報が無料で⼊⼿できます。
ご興味のあるイベントの２次元コードより
お気軽にお申し込みください。

松本⽀店 不動産店 TEL.0263-24-2515
〒390-0841 松本市渚2-4-31 定休⽇︓⽕曜・⽔曜・祝⽇
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自宅にいながら、ご都合の良い時間にオンラインで。

上信越エリアの つの邸宅を動画でご体験いただけます。

11/1 （Tue） 11/30 （Wed）

お申込みは
こちらから

※掲載写真は当社商品のイメージです。今回ご案内する見学会の建物とは異なります。実際の会場は裏面をご覧ください。



ご視聴方法 1回のお申込で全ての会場の動画をご視聴いただけます。

二次元コードから
専用サイトへ
アクセス

「オンライン申込」から
お申込みフォームへ
必要事項を
ご登録ください。

登録完了後､
メールで
動画視聴専用URLを
お送りします。

動画視聴専用URLを
クリックして
ご視聴ください。

● 会場により視聴期間が異なる場合もございます。 またご視聴にかかる通信料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
● オンライン (WEB) 視聴は、ご家族に限ります。（※ご家族以外の参加者がいらっしゃる場合は、別途ご登録願います。）
● オーナー様及び他の参加者様のプライバシーへの配慮のため、 各種撮影 （写真（スクリーンショット含む） ・ 動画撮影）、録音は禁止です。

～オンライン実例見学会視聴の注意事項～

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
お申込みは
こちらから QRR

上信越オンライン見学会 検索

※ご登録後にお送りする視聴
専用URLは、11/1から視聴で
きます。 予めご了承ください。

上信越エリアの つの邸宅を一挙公開 11/1 Tue 11/30 Wed

見どころポイント

思いを紡ぐ家

●建物タイプ：イズ・ロイエ
●外壁：ダインコンクリート
●延床面積：142.63㎡

1F101.32㎡ / 2F41.31㎡

長野
会場

軽量鉄骨造 2階建
5LDK

見どころポイント
●旧宅からの調度品を再利用
●丸窓のある小上がり和室や
組子障子

2022年9月撮影 見どころポイント

夕焼けの家

●建物タイプ：ザ・グラヴィス
●外壁：ベルバーン
●延床面積：146.00㎡

1F116.00㎡ / 2F30.00㎡

木造 2階建 3LDK

見どころポイント
●アルプスを望む景色
●LDKの開放感
●それぞれのくつろぐ場所

2021年11月撮影

松本
会場

●建物タイプ：イズ・ロイエ
●外壁：ダインコンクリート
●延床面積：105.62㎡

1F49.60㎡ / 2F56.02㎡

軽量鉄骨造 2階建
3LDK
LDK

見どころポイント

●タイル床と木天井の上質空間
●ステージリビング

2021年1月撮影

新潟
会場 Flat ＆ Step House

●建物タイプ：里楽
●外壁：ベルバーン
●延床面積：90.75㎡

1F90.75㎡

木造 平屋建 3LDK

見どころポイント

●自然あふれるロケーションに
建つ平屋の住まい

●緩やかな勾配屋根がつくる
吹抜けとロフト空間

2021年6月撮影

景色にツナガル連窓の家北陸
会場

●建物タイプ：イズ・ロイエ
●外壁：ダインコンクリート
●延床面積：125.13㎡

1F67.17㎡ / 2F 57.96㎡

軽量鉄骨造 2階建
3LDK

見どころポイント

●柱のない大空間
●テラスとリビングをつなぐ

軒下空間

（22号地）2022年9月撮影

ウチとソトがつながる家 建売住宅
群馬
会場

●建物タイプ：グラヴィス・ベルサ
●外壁：ベルバーン
●延床面積：119.45㎡

1F62.75㎡ / 2F56.70㎡

木造 2階建 2LDK

見どころポイント

●家事にゆとりが生まれる新動線
●北と南の大開口サッシが創る

開放感

（23号地）2022年9月撮影

マワレル家 建売住宅

■コモンステージ太田飯塚町【物件概要】
●所在地/群馬県太田市飯塚町989番1、989番2●交通/東武伊勢崎線太田（群馬）駅まで徒歩33分（最長）●用途地域/第一種中高層住居専用地域●設備/電気：東京電力、
ガス：都市ガス（太田都市ガス）、水道：公営水道、汚水：公共下水、雨水：浸透式●まちなみガイドライン有●取引態様/土地建物売主●名称/積水ハウス株式会社群馬支店
●事務所所在地/群馬県前橋市天川大島町2丁目15-7、TEL：027-226-7171●（一社）不動産協会会員 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 宅建業国土交通大臣免許
（15）第540号 建設業国土交通大臣許可（特・般-2）第5295号●販売戸数/2戸●道路：西側6.0ｍ・6.66ｍ（公道・アスファルト舗装）北側開発道路6.0ｍ（第42条第1項第2号道
路・アスファルト舗装）●土地面積/206.46㎡～227.89㎡●建物面積/119.45㎡～125.13㎡●建物建築年月/2022年8月18日（22号地）2022年8月1日（23号地）●販売価格/5,990～
6,830万円（消費税、水道加入金含む）●広告制作/2022年10月22日●有効期限/2022年11月30日

過去にご好評いただいた動画も再度ご覧いただけます。

松本支店
〒390-0841 長野県松本市渚二丁目4番31号（2F）

（一社）不動産協会会員 （公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 宅建業国土交通大臣免許（15）第540号 建設業国土交通大臣許可（特・般ー2）第5295号

0120-577-515
（火・水・祝定休）9:00～18:00

お問い合わせ

担当：竹永



人気アーカイブ

2022/11/18(金)～12/17（土）まで

KITCHEN HOME Vol.3

12/17（土）23：59までご視聴いただけます

ご視聴のお申込みは
12/17（土）12：00まで

建築家住宅を300件以上取材されたキッチンジャー
ナリストの本間美紀様とインテリアコーディネーターの
前田久美子様が、自分らしいキッチンを表現する方法
をいくつかの要素に分け、インテリアキッチンの魅力に
ついて、実例を交えて伝えます。

ご視聴のお申込みは
12/10（土）12：00まで

李家幽竹による

運が良くなるインテリア風水セミナー

実際の間取りを使って風水の知識をもとに、より快適
な生活をご提案します。また、デザインオフィスとの対
談によりインテリアの重要性などを語り合います。

2022/11/11(金)～12/10（土）まで
12/10（土）23：59までご視聴いただけます

スムフムチャンネルでは

「住まい」

「ライフスタイル」

「教育」

「ワークショップ型体験イベント」など、

幅広い番組をお届けしております。

SUMUFUMU 
CHANNEL
SUMUFUMU 
CHANNEL

>>>ご参加の予約方法は ①上記の二次元バーコードを読込んでください。
②イベント概要欄の必須項目をご入力ください。③入力内容をご確認の上、
送信ボタンを押してください。④後日改めて担当者よりイベント参加URLの
ご連絡をさせて頂きます。 ※日程が変更される場合がございます。ご了承ください。

５つのオンラインセミナーを開催

〒390-0841 長野県松本市渚2-4-31 TEL.0263-24-2515

松本支店 不動産店

ご視聴のお申込みは
11/29（火）12：00まで

ご視聴のお申込みは
11/30（水）12：00まで

ご視聴のお申込みは
12/18（日）12：00まで

SUMUFUMU SALONE
- 外 構 後 編 -

積水ハウスのトップデザイナーが豊富なノウハウと多彩
なアイデアを生かし、敷地全体を通した住宅をご提案
します。外構の考え方の実践編としてご参考ください。

2022/11/19(土)～12/18（日）まで
12/18（日）23：59までご視聴いただけます

2022/11/29（火） 23：59までご視聴いただけます

暮らしが変わる片付け

Instagramのフォロワー数が20万人を超える人気の整理収納アドバイザーがキレイが続く片づけ術を伝授。
積水ハウスのオーナー様のお宅に訪問し、家事の悩みを次々と解決します。

2022/11/30（水） 23：59までご視聴いただけます

vol.1

講師・整理収納アドバイザー shiroiro.home aki様

vol.２
ARCHIVE
～人気アーカイブ～

担当：竹永
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