
完成建物を
見に行こう。

自然素材でつくる地産地消の「木の家」― 高耐震・高耐久 木造２階建て・地域ブランド住宅 ―　

9 12　13土 日・

・雨天実施  ・駐車場完備 ・ご参加無料
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大井川の木を使い、
地域の匠による、
手間ひまかけた住まいづくり。

完成建築見学会
「しずおか優良木材の家」

心地よさに包まれた “癒し” の空間を
この機会にぜひご自身でお確かめ下さい。

完全予約制
事前にお申込みをいただいたお客様だけに限定した現場見学会です。
会場をゆっくりと見学できるほか、お客様からの素朴な質問や
ご相談に詳しくお応えできます。

①　10:00 ～ 11:00　1組
②　11:00 ～ 12:00　1組
③　13:00 ～ 14:00　1組
④　14:00 ～ 15:00　1組
⑤　15:00 ～ 16:00　1組 

この機会に是非、住まいづくりやリフォームをお考えのみなさま、
お気軽にご参加ください。　　　　　(右記へご予約ください。)

個別にすることで、お客様からの素朴な疑問や各種の質問にお応え
できるほか、施工現場の詳しい解説や、アドバイスを行なうことが
できます。

多数の方々にご来場いただく、これまでの見学会では、どうしても
一組一組のお客様に対して、きめ細かい対応ができませんでした。
そこで今回は、個別による現場見学会を開催することとしました。

● ご見学を希望されるお客様へ 　 TEL ･ FAX ･ E-Mail のいずれかで
ご住所・氏名・ご来場予定日及び時間帯 (①～⑤) をお知らせ下さい。

〈要予約〉完成建築・個別案内見学会
● ご見学を希望されるお客様へ 　 TEL ･ FAX ･ E-Mail のいずれかで
ご住所・氏名・ご来場予定日及び時間帯 (①～⑤) をお知らせ下さい。

TEL：0547-45-3101　
FAX：0547-45-3104 　E-MAIL：info@act-home.jp

TEL：0547-45-3101　
FAX：0547-45-3104 　E-MAIL：info@act-home.jp

－ ゆっくりと住まいの勉強 & 見学を －
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【 当見学会場におけるプランニング上のこだわり 5 大ポイント 】
5.環境＆健康への配慮。
    自然と暮らす住まい。

4.適所適量の収納スペース。
    片付けが楽な住まい。

3.家族の動線を考慮した、
    暮らしやすい住まい。

1.木の恵みに包まれて、
   自然が感じられる家。

2.様々な生活シーンに
    対応できるプランニング。

9 12　13・ 完成建築見学会
大井川の杉・桧でつくる「しずおか優良木材の家」土 日

必要な場所に、ふさわしい量の
収納を。1階の玄関収納、シュー
ズクローク、ホール収納、和室
用押入スペース、キッチン用カ
ップボード、階段下収納、2 階の
寝室用納戸、
洋室用収納
etc.
各所に収納
スペースを
確保。

採光・通風用の窓を２方向に設け、
光と風が差し込む各居室。長い
軒の出と、高性能断熱材＆遮熱ガ
ラスにより、夏場の日射遮蔽を。
“全館”24時間換気システムを設置
し、床下も含め、全室クリーンな
空間に。2階に
設けた広めの
バルコニーは、
自然と親しむ
アウトドアリ
ビング。

自然素材でつくる地産地消の「木の家」
― 高耐震・高耐久 木造２階建て・地域ブランド住宅 ―

【　ご来場特典　】

1
□ 会場内のクイズにお答えいただいた方に
　 お花の苗をプレゼント致します。

□ 省エネ住宅ポイント制度 はやわかり BOOK プレゼント

【ご来場特典４】

省エネ住宅ポイント制度 関連パンフレット

□ 計画されている敷地の資料 (土地の形状、面積、地名がわかるもの )
　 がありましたら、ご持参ください。
     建築プランを作成致します。

image建物外周部を頑強な骨組みとし、
内部空間が可変の “ スケルトン
＆インフィル ” の住まい。
1・2 階共に、間仕切りの位置が
変えられる空間構成とし、将来
的な家族の生
活スタイルの
変化に対応し
た、長寿命、
高品質の住まい。

パブリック空間＆プライベート
空間を区分けした快適間取り。
ダイニングキッチン、リビング、
和室を続き間として、つながる
ゆとりの室内。洗面・洗濯・浴
室・トイレなどの水廻りは、北
側の落ち着い
た空間に。行
き来しやすく、
使い勝手の良
い家事動線。

弊社の施工実績パンフレット 
　　　  『褪せ美』 －ASEBI－

□ 自然の色は、時と共に褪せていきます。 しかし
      “だからこそ美しい” とも言えます。 アクトホーム
      直近15年の「木の家」施工実績を掲載しています。

完全予約制

全国安心工務店一覧　中部版　2015-2016
7月発行の「全国安心工務店」に 
アクトホームが掲載されました！

全国安心工務店選定委員会　編

地域に密着した中部（富山・福井・長野・
静岡・愛知・三重） の優良工務店、31社の
基本データ一覧。 

静岡県 住まい博2015　

詳しくは弊社まで

スローな 「木の家」 談話室

①10:00～ 11:30　②13:30～ 15:00　③15:30～ 17:00

ゆっくりと住まいづくりのご相談＆
現場見学をしていただけます。
■ 日時：9月 5日 (土)～ 17 日 (木)

■ 日時：9月 19・20・21 (土日祝)

■ 会場：アクトホーム㈱２階
　大井川ブランド木の家コンセプトルーム

【要予約】

　

A

価格：￥7,380,000
(12 万 / 坪 )

うち消費税額 ￥0
土地面積
203.40 ㎡
(61.53 坪 )

価格：￥7,380,000
(12 万 / 坪 )

うち消費税額 ￥0
土地面積
203.40 ㎡
(61.53 坪 )

島田市島 (金谷地区) 61.53坪
￥7,380,000

閑静な住環境。整地済・即建築可。

売土地のご紹介

詳しくは弊社まで公道

省エネ住宅ポイント 実施中！
対象省エネリフォーム工事で
国より最大30万ポイント
    　 ※耐震改修工事により 15万ポイント加算

● 省エネ住宅ポイント ( 国 )
お住まいのリフォームをお考えの方へ @ツインメッセ

A.M 10:00～ P.M  4:30
弊社は「しずおか優良木材供給
センターグループ」として出展します！

地域型住宅グリーン化事業 ( 国 )
地域型住宅グリーン化事業   実施中！
地域材活用の長期優良住宅etc. に
国より最大 100 万円の補助金
さらに条件により 20 万円加算

詳しくは弊社まで

大井川流域産の杉・桧を 柱・梁
・土台や床・壁・天井の仕上材
に活用し、大黒柱を据えた、骨
太の木の住まい。心地いい木の
香りとともに、調湿と消臭の効
果も備え、自然に癒される室内
に。和紙・葛布
などの自然素
材も活用し、
“呼吸する”
住まいに。

●2階 洋室　
軒先を南面に張り出し、日射遮蔽と雨除けの効果を。
広めのバルコニーは、物干しやガーデニングなど多目的に。

●玄関ホール
お客様をお迎えする、木の香りが心地いい空間。
シューズクロークなど収納スペースも充実。

●和室
葛布張りの戸襖や和紙障子など自然の素材を活かし、
縁なし畳を敷いた、新しい和のしつらえ。

●ＬＤＫ
大井川の杉・桧を使い、地域の匠による “和” の
住まい。光と風の差し込む居心地のいい室内。

● 2階 寝室
壁面にアクセントカラーを施した、くつろぎの空間。勾配
天井で木組みを表しとした、自然に包まれるデザイン。

●2階 洋室　
軒先を南面に張り出し、日射遮蔽と雨除けの効果を。
広めのバルコニーは、物干しやガーデニングなど多目的に。

●玄関ホール
お客様をお迎えする、木の香りが心地いい空間。
シューズクロークなど収納スペースも充実。

●和室
葛布張りの戸襖や和紙障子など自然の素材を活かし、
縁なし畳を敷いた、新しい和のしつらえ。

●ＬＤＫ
大井川の杉・桧を使い、地域の匠による “和” の
住まい。光と風の差し込む居心地のいい室内。

● 2階 寝室
壁面にアクセントカラーを施した、くつろぎの空間。勾配
天井で木組みを表しとした、自然に包まれるデザイン。


