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シーズン恒例の人気企
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2LDK
建物本体価格

628

その他の
「平屋プラン」
※建物本体価格

初回限定！

ウォーターボトル１本分1200円の料金で3本お届け

アクアショップ

●2LDK

730万円（税別）

1階床面積/58.32㎡ 1階床面積/72.9㎡

洋室 1 リビング
（6 帖） （6 帖）

延床面積／ 59.53㎡（18.00坪）

つのが︑クリアな水とお

そんな寒い日に役に立

ら出るのが辛いですね︒

寒い朝︑暖かい布団か

＆回収で〝うれしい〟を提

ウォーターボトルの宅配

いしい〟を︑電話１本で

バランス良く配合し〝お

い〟を︑ミネラル成分を

680万円

（税別）

※建物本体価格
●2LDK

695万円（税別）

1階/41.31㎡・2階/43.74㎡
延床/85.05㎡
●3LDK

665万円（税別）

1階/38.07㎡・2階/38.88㎡
延床/76.95㎡
●4LDK

897万円（税別）

1階/56.29㎡・2階/53.46㎡
延床/109.75㎡

ションは７８８戸を誇る

用︒耐震＋制震性能を備

﹁ Ｓ Ａ Ｆ Ｅ ３ ６ ５﹂ を 採

えた
〝地震に強い家〟
が特

長です︒

耐震＋制震の家 QUIE
（クワイエ）
SAFE365で
地震の揺れを吸収する家
クワイエ

土地や家族構成に合わせたフリープランも！
●充実の住宅設備で毎日がカイテキ！

キッチン…「LIXIL」のシステムキッチン。大きな
鍋も洗いやすいセンターポケットシンクを採用

分譲販売棟数・年間１万棟以上！
全国規模だから叶う品質と価格

テレビＣＭでもお馴染

早期着工できます

●フリープランにも対応できます

企業です︒マンション建

３００種類以上のプラ

「規格注文住宅」は豊富にそろった300種類以上の
プランから、希望に沿ったプランを提案

設のノウハウで建築材料

を一括調達︑作業工程の

ンから選べて︑早期着工

●300種類以上の住宅プラン

み飯田グループホールデ

ワ ン ﹂︒ 東 京 に 本 社 を 持

見直しなど︑徹底したコ

こんなに充実しています！

ィングスの﹁アーネスト

ち︑全国規模でマンショ

バルコニー

にも定評がある同社︒そ

1階（上）／ 40.50㎡
2階（下）／ 39.28㎡
延床／ 79.78㎡（24.13坪）

スト管理と企業努力で上
ン・戸建住宅のク
分ロ
譲ー
をゼ
行ット

バルコニー

ろそろ新築・再建を考え

洋室
洋室
（5.2帖） （6.7帖）

洋室
洋室
（5.2帖） （6.7帖）
記の価格を実現！

クローゼット

DN

っています︒２０１７年

UP

ているなら一度相談を︒

洋室
（6帖）
トイレ

洋室
（6帖）
トイレ

DN

さらに︑同社ブランド

玄関

浴室
洗面所

度の分譲販売戸数は︑戸

LDK
（16.1 帖）

建が１万３７６棟︑マン ﹁ ク ワ イ エ ﹂ は 制 震 装 置

玄関

浴室
洗面所

トイレ

LDK
（16.1 帖）

建物本体価格

その他「2階建てプラン」

UP

トイレ

3LDK

PLAN

2階建て

飯田グループホールディングス
︵株︶アーネストワン

湯がサーバー方式で利用

できる︑﹁アクアクララ﹂︒ 供︒ウォーターサーバー

除菌・洗浄のメンテナン

起きてすぐ︑温かいコ ︵レンタル料は別途︶は︑

ーヒーやお茶を飲みたい

・抗菌ペレット使用で清潔

スで衛生的です︒

・１ℓ /100円
（税別）
と経済的

営業 ／午前９時〜午後６時

すぐに使えてとっても便利

時もお湯を沸かす手間な

・80 〜 90℃のお湯が

く飲めて便利︒朝飲みた

アクアクララ の特徴
・軟水だからまろやか

くなるカップスープだっ

て︑サーバーのお湯でス

急がしい朝の強い味方

② 5本まとめて注文すると
プラス1本でさらにお得！

グに作れるから時短に︒

なんと、2400円
（税別）もお得

ミクロ︵１万分の１ミ

（税別）
の料金で３本に！

になりそうですね︒

クロン︶のろ過水で〝きれ

０ １ ２ ０・５ ４・９ ６ ６ ２

お得!!
① 初回限定、ウォーターボトル
（12ℓ）を1本分1200円

洋室 2
（6 帖）

DK
（8.7 帖）

※要望や敷地条件により金額が異なる場合があります ※写真はすべて同社の規格注文住宅施工事例
であり、掲載プラン例とは異なります。外構（ウッドデッキ・植栽等）は本体価格に含まれません

ダイイチライフ

1

591万円（税別）

ホール

●1LDK

520万円（税別）

1階床面積/50.22㎡

●2DK

寒い朝、
アクアクララのホットでスグにあったか

浴室 洗面所
トイレ

万円

クローゼット

「春のデザートブッフェ」※税別
デザートブッフェ（フリードリンク付）
…1400円
ブッフェ付女子会ランチ（6品・2人〜）…1880円
ランチ＋ブッフェ…＋550円、
未就学児350円

（税別）

玄関

住所／菊陽町武蔵ケ丘北
2-15-10
営業／ 11:30 〜翌0:00、
ランチ・デザートブッフェ
＝11:30 〜 16:00
※混雑時は時間制限あり
無休、Pあり

ポーチ

※H31.2.6〜3.31

検索←

画〝幸せデザートブッフ

→無料に！

（ドリンク別）

ェ〟︒ 今 回 は 春 の 訪 れ を

通常350円

告げるイチゴ＆抹茶のス

NIJINOMORI 夜CAFÉ⑥

お子さん連れ歓迎！ 保護者の
デザートブッフェ注文で未就学児

甘酸っぱいイチゴたっ

リビングく〜ぽん

イーツがずらり！

ぷりのケーキやほろ苦抹

茶プリン︑他にもチョコ

フォンデュ︑フルーツカ

種 類 以 上 が 並 び ま す︒

クテル︑パンケーキなど

フ リ ー ド リ ン ク も 充 実︑

女子会コースも人気で

す︒バレンタインの友チ

ョコ気分で︑友人と一緒

に楽しんでみては？

15

夜カフェ 6

﹁間取り
や
内
装
︑外観⁝
多彩なプ
お客様
の
ランで
ニ
ー
ズにご対
応致しま
す﹂

NIJINOMORI 夜CAFÉ⑥

同社の2階建木造住宅は、建築基
準法で定められた壁量の1.5倍に
達する性能。QUIEはさらに制震
装置SAFE365を標準装備。地震
の揺れに耐える「耐震性能」と、揺
れを抑えて住宅のダメージを軽減
する「制震性能」。2つの機能で地
震に強い家を実現！

【制震装置 SAFE365】木造住宅の弱点は、耐震構造を

バスルーム…「LIXIL」のシステムバス。お掃除ラ
クラクの排水口、ドライ床ですぐに乾燥
トイレ…ツイントルネード洗浄で、汚れがつきに
くく掃除が簡単。しっかり節水！
●揺れに耐える
「耐震性能」＋揺れを抑え
て住宅のダメージを軽減する
「制震性能」

詳しくは右を参照

＜10＞

３００種類以上のプランから選べる規格注文住宅︒﹁耐震＋制震﹂で地震に強い家がこの価格で叶います

フリードリンク付でゆったり楽しむ甘い贅沢…。3月末までの限定開催です

イチゴ＆抹茶まつり！ 春の幸せデザートブッフェ

平屋２ＬＤＫ６２８万円
︵税別︶
〜︒
早期着工も！

2019年2月9日

地震の揺れを吸収する、驚き
の実験結果はHPをチェック

持っていても震度5弱程度の揺
れを繰り返し受けると耐震性能
を弱めてしまうこと。
もともとの耐震性能を維持する
ために重要なのが、
制震装置で
す。
「SAFE365」
は粘弾性素材
を活用したもので、
高層ビルの
制震装置にも使われています

※上記掲載費用に含まれないもの／外構費、オプション工事費、付帯工事費、設計費、一般管理費、準防火仕様工事費、深基礎工
事費、浄化槽設置工事費、電気・給排水・ガスの引き込み工事費用、水道利用加入金、建物登記費用、建築確認取得に関する費用
※網戸、カーテンレール、照明器具、TVアンテナ、エアコン、エアコンスリーブは別途費用が必要になります
※敷地状況や工事の進行に伴い、別途追加工事が必要になる場合があります ※構造仕様は予告なく変更になる場合があります
のでご了承ください ※広告有効期間／ 2019年3月31日まで

福岡営業所

TEL 092- 477-8500

住所／福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-18
営業時間／9:00〜18:00
定休日／水曜
担当／南本（みなみもと）
・川田（かわた）
阿比留（あびる）
・木村（きむら）
株式会社 アーネストワン

建設業/国土交通大臣許可
（特-25）
第23042号 宅地建物取引業/国土交通大臣
（4）
第6157号 （公社）
首都
圏不動産公正取引協議会加盟 （公社）
東京都宅地建物取引業協会会員 （一社）
全国住宅産業協会会員

検索 ←
CHECK!

