
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● 

©2007 Nintendo

10/17
10 : 0 0 ~ 18 : 0 0 10 : 0 0 ~ 17 : 0 0

電　車／名古屋駅からあおなみ線「金城ふ頭駅」下車、徒歩5分 
乗用車／JR名古屋駅より約50分・名神高速道路「小牧IC」より約30分・ 

伊勢湾岸自動車道「名港中央IC」より約5分 

リモデルスタイルフェア '08
'09リモデルスタイルフェア '08
'09

ポートメッセなごや 
第3展示館 

開催日時 

会　場 

アクセス 

～暮らしも快適、地球も快適～  

これからは、グリーンリモデル。 

リモデル 
スタイル 
フェア 

暮らしも 快 適 、地 球 も 快 適  

'08
'09

FRI 10/18 SAT

グリーンリモデルの 
暮らしを原寸大で 
体感できる 
「LDK空間」 

 
テーマに専門家が 
快適な暮らし方を 
アドバイス 

豪華賞品がいっぱいの 
大抽選会を実施！ 

見どころ  聞きどころ ラッキーチャンス 

お楽しみ  

憧れ旅館ペア宿泊 
または有名ゴルフ場 
1組（4名）の 
ギフトカタログ 

土鍋IH炊飯ジャー（5.5合） 

26型電動自転車 

ウォーターオーブン 

一眼レフデジタルカメラ 

サイクロン掃除機 

●引換券（8,000円相当） 
同時開催の北海道物産展にてお引換えいただけます。 

●引換券（2,000円相当） 
同時開催の北海道物産展にてお引換えいただけます。 

この印刷物は再生紙を使用しております。 
また、インキは環境に配慮した大豆油インキを使用しております。 

※写真はすべてイメージです。 

北海道物産展 

大抽選会 豪華景品がいっぱい。 空クジなしで、ワクワク。 

人気のカニ・ウニなど 
ひと味違う品揃え 

ラッキー 
チャンス 大抽選会 

北海道物産展 北海道物産展 おたのしみ 

10万円旅行券 

特等 特等 5本 合計10本 

5本 

5本 

4本 

3本 

3本 

5本 

5本 

5本 

1等 1等 

合計10本 2等 2等 

合計15本 3等 3等 

100本 4等 4等 300本 5等 5等 

26型液晶テレビ 

「環境」「省エネ」を 

（特等から7等まで） 

10万円旅行券 

は任天堂の登録商標です。 

Wii＋WiiFitセット 
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グリーンリモデルエリアで、「暮らしも快適、地球も快適」を体感してください。 
3社展示エリアで、グリーンリモデルの快適な暮らしのヒントを見つけてください。 

グリーンリモデルエリア 3社展示エリア 
これからの暮らしにも、地球にも快適な 
グリーンリモデルの住まい方を体感・納得できます。 

3社の魅力ある新商品を 
見て・聞いて・触れてみることができます。 

グリーンリモデルコンセプトゾーン 

ようこそグリーンリモデルの世界へ。 

ここからスタートして、 

グリーンリモデルの住まいを感じてください。 

GREEN REMODEL AREA

キュイジア L-スタイル 
家族や仲間とのつながりを創る、
シンプルかつ上質な空間を演
出します。 
DAIKENイノーマVとの空間
コーディネートが可能です。 

スプリノ 
こだわりをカタチにする上質で
洗練されたバスルーム。ソフト
カラリ床など最先端の機能を
搭載し、豊かなバスタイムを実
現します。 

ネオレスト ハイブリッドシリーズ 
卓越した節水性、5.5L洗浄を
実現し、低水圧環境にも対応
できる唯一のタンクレストイレ。
機能だけでなくデザイン性の
高さも兼ね備えています。 

プレミアート 
自然界の無機質材料と
DAIKENの新素材「ダイライト」
を基材に採用。耐火・耐熱性
能に優れ、人にも地球にもや
さしい画期的な不燃壁材です。 

1つの窓に風の入口と出口を
設けた新発想。1ヵ所にしか
窓を取り付けられない部屋でも、
1つの窓だけで効率的に換気
ができます。 

はるびより 
温水パイプがフローリングと
一体式のため、温度の上昇
が早くランニングコストが抑え
られて省エネで経済的。ヒート
ポンプ式ならさらに省エネです。 

保水性を有する陶磁器質孔
あきブロック。気化熱を利用し
ブロック表面の温度を下げる
ことで、通過する風を少しでも
涼しい状態に近づけます。 

ワイドスライディング 
全開放引込み窓 

グリーンブリック 
 ダブルハング換気窓 

見どころ  見どころ  

3社共同提案ゾーン 

グリーンリモデルを提案する 
住まいがそのまま会場に出現！ 

MiSEL（ミセル） 
単にしまうだけの収納から、ス
タイリッシュな魅せる収納へ。
サイズ・スタイルが豊富に選
べる、使いやすさや安全性に
も優れています。 

窓を開けるというより、自然の中
へ住まいを開放するといった感覚。
シンプル＆スリムデザインとフラッ
トレールで、眺望も動線も遮ら
ない全開放を実現しました。 

「環境」「省エネ」をテーマに専門家が、 
暮らしにも地球にも快適なライフスタイルをアドバイス！ 

「夫婦で愉しむ、自然とゆとり」 
戸建てプラン-A

実験ECOパフォーマンス 
　～グリーンなエネルギーのちから～ 

環境パフォーマー　らんま先生 

家づくりでできるCO2削減 
　～緑の地球を引き継ぐために～ 

環境ジャーナリスト　富永秀一 

聞きどころ 

リビングシアターやアイランド

キッチンなど、夫婦二人で豊

かな時間と自然の雰囲気を

愉しむプラン 

「家族のつながり、空間のつながり」 
戸建てプラン-B

広びろLDKと屋外に広がる

快適スペースで、家族の触れ

合いを大切にするオープンな

プラン 

「夫婦で快適、ペットで活力」 
戸建てプラン-C

広いLDKやドッグランのある

デッキテラスなど、第二の人

生を趣味に打ち込みながら

ペットとも快適に暮らすプラン 

「趣味でOFF、仲間とOFF」 
マンションプラン 

キッチンを介して、夫婦で愉しむ

ゾーンと仲間と愉しむゾーンを融

合させた、オフタイムをエンジョイ

するマンションリモデルプラン 

After
築20年の家を再現しました。 様々なライフスタイルに 

対応したプランをご用意。 

Before

火を使わない安全を実感する人 

増えています。 

火を使わない。だから、気も使わない。 

そういう時代でしょ。 オール電化 

ご 協 賛 企 業  

（リレーリア壁面材） 
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入り口 

受付 

コンセプト 
ゾーン 

LDK展示 

戸建てプラン-A

Before

東邦ガスブース 中部電力ブース 
ドリンク 
コーナー 

TOTO展示ゾーン 

ショールーム紹介コーナー 

抽選コーナー 

物産展 

プレゼンテーション 
ステージ 

リモデルクラブコーナー 

YKK AP展示ゾーン 

DAIKEN 

展示ゾーン 

ラウンジ 

出口 

戸建てプラン-B

戸建て 
プラン-C

マンションプラン 
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大抽選会 
モリゾー＆キッコロは、 
環境に快適な 
グリーンリモデルを 
応援します！ 

スペシャルサポーター！ 

©GISPRI

※ステキな景品については裏面をご覧ください。 
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