
メーカーの一覧は
裏面をご覧ください

●イベント参加シートは各イベントテントで配布します。●開催日午前10時より、センターハウスの
アンケートにお答えいただきますと整理券をお渡しします。（一部イベントは除く。）●イベントは
途中休憩をいただく場合がございます。（一部イベントは除く。）●イベントは天候、その他の都合
により、イベントの中止や内容の変更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

シルピアマイホームタウン東松山関越自動車道東松山インターより5分
旧国道254号線沿い

0493-59-8224センターハウスＴＥＬ：
●会場：〒355-0017 東松山市松葉町4-3-15 ●年中無休（モデルハウスにより休みの場合もございます。センターハウスにお問い合わ
せの上、ご来場ください。） ●営業時間：午前10時～午後6時 ●駐車場無料完備：426台 ●企画運営：（株）コスモセブン

お問い合わせ●
ア
途
に

お楽しみ
イベント
参加方法

ご来場者のみなさまのご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
手指の消毒の実施と検温をお願いする場合が
ございます。●イベント参加には必ずアンケート
の記入をお願いしております。●ご記入いただき
ました個人情報は、行政や保健所からの要請が
あった場合には、お客様の情報を提供させてい
ただく場合がございますので、ご了承ください。

予防予防およびおよび拡散防止対策拡散防止対策についてに

シルピアマイホームタウン東松山では、新型コロナウィルスを含む感染症の予防および拡散防止対策のため、ご来場のみなさま

に以下のご協力をお願い申し上げます。

・発熱や咳、全身痛などの症状がある場合、必ずご来場前に医療機関にご連絡の上、受診いただきますようお願いいたします。

・ご自身の体調に不安のある方は、くれぐれもご無理をなさらないようお願いいたします。

・季節性インフルエンザに代表される感染症の予防対策(手洗い・手指消毒、うがい、マスクの着用など)を行ってください。
・各会場のセンターハウスには、アルコール消毒液を設置しています。ぜひご活用ください。

・換気のため、風通しのよい屋外テントにて実施いたします。テント内では、2メートル以上の間隔をあけてイベントを実施いたし  
ます。混雑を防ぐため、少人数で順番に対応させていただきます。

・咳やくしゃみの飛沫により感染する感染症を拡散防止するため「咳エチケット」にご協力ください。

・会場で体調不良であることが見受けられた方にはスタッフからお声がけさせていただく場合がございます。

・会場ではスタッフなどが、マスク着用にて対応する場合がございます。あらかじめご了承ください。

新型コロナウィルスを含む感染症の

福袋
プレゼント

定員：先着30組(一家族1つまで)
参加方法：センターハウスで
　　　　 アンケート記入

11:00-16:00

豪華な景品が入っている福袋を
プレゼント！

北海道グルメ抽選会
定員：先着30組(一家族1つまで)
参加方法：センターハウスでアンケート記入11:00-16:00

北海道グルメがもらえる大抽選会を実施します！！

とれたて
冬野菜
プレゼント

定員：先着50名様
参加方法：センターハウスでアンケートに
　　　　 お答いただいた方に
　　　　 冬野菜の詰め合わせを
　　　　 プレゼント

11:00-16:00

今が旬のとれたて冬野菜をプレゼント

ミニ縁日
コーナー

定員：先着50名様
参加方法：センターハウスのアンケート記入で
　　　　 参加チケットを配布します

11:00-16:00

射的、輪投げ、型抜きで遊べます！！

定員：各先着50食
参加方法：
センターハウスで
アンケート記入

11:00-16:00

トランポリンで
遊ぼう！

定員：先着50名様のお子様
参加方法：モデルハウス1棟見学　

11:00-16:00

11:00-16:00 11:00～15:00

アンケート
プレゼント
キャンペーン期間中、センターハウスでアンケートにお答え頂いたお客様に、抽選でもれなく素
敵なプレゼントを１点差し上げます。(期間中であっても、商品がなくなり次第終了となります。)

抽選

トップ
スーパー
NANOX

A
賞

キレイキレイ
薬用液体
ハンドソープ

ジパック
新鮮保存パック
5枚BOXB

賞

C
賞

A
賞

上からも給水できる
超音波式加湿器３Ｌ
(期間中2名様)

B
賞

アリエール
洗濯槽クリーナー

モデルハウス見学

スタンプラリー
スタンプラリーに参加して、モデルハウスを3棟以上ご見学
いただくと、抽選で豪華商品をプレゼントいたします。（期間
中であっても、商品がなくなり次第終了となります。）

お釈迦様の頭の形に似て縁起がいいとされるブッダ
ナッツを使ってオリジナル作品を作ってみよう！

定員：各5組/計20組(親子・夫婦限定、一家族1回まで)
参加方法：モデルハウス1棟見学　
　　　　 予約制（上記コードから予約ください）

①11:00-12:00 ②12:00-13:00 
③14:00-15:00 ④15:00-16:00 
（最終受付 15:45）

ブッダナッツ作り

定員：各5組/計15組
(親子・夫婦限定、一家族1回まで)
参加方法：モデルハウス1棟見学　
予約制（QRコードから予約ください）

①11:00-12:30 
②13:30-14:30 
③14:40-16:00 
（最終受付 15:45）

コマに好きな色を付けてオリジナルコマを作ろう！
折るだけで作る簡単な和凧を作ってみよう！！

定員：各5組/計20組(親子・夫婦限定、一家族1回まで)
参加方法：モデルハウス1棟見学　予約制（上記コードから予約ください）

①11:00-12:00 ②13:00-14:00 ③14:00-15:00 
④15:00-16:00 （最終受付 15:45）

伝承遊び コマの絵付け
＆ミニ和凧作り

小樽の『オルゴール堂』から取り寄せたオルゴールに
ガラス細工の人形等を飾ってキレイなオルゴールを
作ろう！！

キッズダンスやアーティストライブなど楽しいステージが盛りだくさん！！
※ご観覧になる際はマスク着用をお願いします。
※前後左右の方との距離をとっていのご観覧をお願いいたします。
※観客席からのかけ声はご遠慮をお願いいたします。
※人数が多い場合は観客席への入場制限をかけさせていただくこともございますので
予めご了承ください。

定員：各5組/計20組(親子・夫婦限定、一家族1回まで)
参加方法：モデルハウス1棟見学　
　　　　 予約制（上記コードから予約ください）

①11:00-12:00 ②12:00-13:00 
③14:00-15:00 ④15:00-16:00 
（最終受付 15:45）

オルゴール作り

香りのよいラベンダーを使ったサシェ（匂い袋）を
作ってみよう！

定員：各5組/計20組(親子・夫婦限定、一家族1回まで)
参加方法：モデルハウス1棟見学　
　　　　 予約制（上記コードから予約ください）

①11:00-12:00 ②13:00-14:00 
③14:00-15:00 ④15:00-16:00 
（最終受付 15:45）

ラベンダーの
サシェ作り

新春マイホームフェア

大感謝祭
1/9(土)、(土)、1010(日)、(日)、1111(月・祝)、(月・祝)、

1616(土)、(土)、1717(日)、(日)、2323(土)、(土)、2424(日)(日)

あけま
して

　おめ
でとう！

アリエール
洗濯槽クリーナー

おうちでWEBから

２つのサービス
住まいづくりの

いつでも、どこからでも随時、モデルハウスの見学予約ができます。見学予約をすれば、指定した日時に
モデルハウスのスタッフがお待ちして、ご家族ごとに対応いたしますので、安心です。※お手数ですが、
各出展住宅会社へのお問い合わせは住宅会社へ直接お問い合わせください。

①モデルハウスの見学予約

知りたい情報を知りたい情報を
事前にリサーチ事前にリサーチ
記入時に来場時知りたいことを記入
していただくことで、知りたい情報を事
前にリサーチしてお伝えできるので、
打ち合わせがスムーズ。

わからないこともわからないことも
即日解決即日解決
資金や購入時期など気になることが
あれば、気軽に聞いてください。
気になる住宅ローンのご相談もでき
ます。

お待たせすることなくお待たせすることなく
サクサク見学サクサク見学
ご予約いただいたお客
様は、混雑時でも優先
して、じっくりゆっくりご
案内します。

平日でも平日でも
ご案内可能ご案内可能
土日がお休みでないお客様もご案
内が可能。平日は現地に営業担当
がいない場合もございますので、来
場予約がおすすめです。

見学予約は見学予約は
こちらからこちらから

土地の購入をしてから家の建築を始めると、建
築規制などから希望プランを実現できなかった
り、思わぬ造成費用で建築予算が限られてしま
うことも。地域に根ざしたネットワークと出展住宅
メーカー各社の情報力でご希望にぴったりの宅
地をご紹介します。

②理想の新居を叶える秘訣「売地土地探し」

お申し込みはお申し込みは
こちらからこちらから

マイホームを建てる、
ご希望の土地をお探しします！
お気軽にお申し込みください！

家を
建てたいけど
土地がない

土地も一緒なら
全体予算を
組みやすい

土地と家を
一緒に頼めれば
手間が省ける

売地

新春ビッグ見学予約プレゼント新春ビッグ見学予約プレゼント

2/28(日)まで2/28(日)まで

モデルハウスWEB予約見学にご予約をしモデルハウスWEB予約見学にご予約をし
ていただき、モデルハウスをご見学いただていただき、モデルハウスをご見学いただ
きますと、もれなく￥1,000分のヤオコーきますと、もれなく￥1,000分のヤオコー
商品券を商品券を
差し上げます。差し上げます。

下記期日までにご見学いただいた下記期日までにご見学いただいた
方に抽選でソニーのポータブルス方に抽選でソニーのポータブルス
ピーカーをプレゼント！ピーカーをプレゼント！
※色は選べません※色は選べません

おトクが
いっぱい！

先着25名様

1/9（土）、10（日）、11（月祝）、
16（土）、17（日）、23（土）、24（日）

10：00～17：00（受付は16:30まで）

20,000円相当
カタログギフト5名様
1/31までにご成約で

期間中にご商談をいただいた
方の中から抽選で
ビッグなプレゼント！

期間中にご成約をいただいた
方の中から抽選でビッグなプレゼント！

新春ビッグ新春ビッグ

ご商談プレゼントご商談
新春ビッグ新春ビッグ

ご成約プレゼントご成約

5,000円相当
カタログギフト
10名様
2/28までの
ご商談で

特
賞

「新春特別プレゼント」
当日お越しいただくと
当たるチャンス！

新春
開運フェア
1/10(日)

マの絵付け

い）

冬
プ

定
参
　
　
　

今

で
　　　　 参加チケットを配布します

ほっこり
フェア

冬の

1/17(日)

北海道北海道
フェア
北海道
フェア
1/111/11(月祝)(月祝)1/11(月祝)

入ターハウスでアンケート記入入

HAPPY 89

handmade CHINO__waka__ 『あんりんのん』YaNe

QRで読み込んでスマホで簡単！
非接触で安心！書くより
所要時間短縮！

アンケートはじめました！
オンライン

LEDライト付きの小瓶に、カラフルなキ
ャンドルを詰め込んでキラキラ可愛い
インテリアを作ります♬♡

キラキラカクテル
キャンドル

たくさんのパーツから選べ、小さいお
子様でも作れるようお手伝いさせてい
ただきます。

ピアス＆イヤリングの
ワークショップ

カラフルな砂を積み上げ、上部に
飾りを♬オリジナル作品をこの機
会に是非♡

サンドアート
かわいいパーツを選んで作るキャ
ンディ形のチャームを作ります♬
♡

キャンディバッグ

好きなパーツを選んでえんぴつを
可愛くデコっちゃおう♪

ゆれる♪
デコえんぴつ

高田範子 (エレクトーン)

ジブリやディズニーの名曲の数々を中心
に、子供から大人までが楽しめる音楽を届
けるエレクトーン奏者。東松山を中心に、
子ども食堂や各地域のイベントなどで活
動中。

Lumiere

地元のママ達が集まった音楽ユニット！オリジナル曲か
ら、子供達も歌える音楽を

HOLIDAY BAND

ポップス×カントリーのジャンルを中心に、
子供から大人までが一緒に楽しめる音楽
を。青いベンチで有名なサスケさん、葉っ
ぱの切り絵で有名なリトさんなどとコラボ
レーションで活動中。

MAHALO
MOMO

marumi
cafe

タロー
マルシェ

台湾からあげ
元亀商店

オ ゴ 作り


