
■国道２３号（名四国道）及び３０２号をご利用のお客様は、梅之郷
（伊勢湾岸道飛島ＩＣを目印）信号左折又は、直進３つ目の信号
（木場一丁目・ローソン）を右折。１つ目の信号をすぎ１００ｍを
左折してください。
■西尾張中央道をご利用のお客様は、弥富トレーニングセンター
をすぎ伊勢湾岸自動車道下の信号を左折。２つ目の信号を
左折してください。
■豊田・大府方面から伊勢湾岸自動車道（トリトン）をご利用の
お客様は、飛島ＩＣを下車。すぐの信号を右折してください。
■四日市・桑名方面から伊勢湾岸自動車道をご利用のお客様は、
弥富木曽岬ＩＣを下車。信号２つ目すぎて川沿いを左折して
ください。

ご記入いただいた個人情報は、当社の業務と関連する情報のご提供以外には使用いたしません。
また、第三者に承諾なく提供することもありません。

ご来場の際は、下記ご記入の上、会場受付にご提示ください。
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詳しくは担当営業に
おたずねください。

302

23

稲荷西 竹之郷

筏川橋東 飛島農免

西梅

梅之郷

木場 1

楠一丁目

操出

西末広

弥富トレーニング
センター

楠緑地

筏川

至弥富木曾岬IC

至東名阪
蟹江IC

至名港西大橋
太平タイヤ
センター

運送会社
モータープール

ローソン 木場支所

日光川大橋

第一
筏川大橋

名四国道

伊勢湾岸自動車道

山西プレカット工場

西
尾
張
中
央
道

飛島 IC

湾岸弥富 IC

国産材・木材コーナー
人にも環境にもやさしい木材大量展示。
自然とつながる住まい創りをご提案します。

YSGコーナー
山西の水廻り専門チーム『YSG』から、住まいの
水廻り商品のご提案をいたします。

内装関連コーナー
ムクの床材・建具・収納など、
自分だけのスタイルをたくさんの展示の中から
お選びいただけます。

構造展示コーナー
●木造4階建て2×6工法 超高倍率耐力壁（14倍）
完成現場見学会

●山西 PROWOOD HR工法・ハイブリッド
構法・門型ラーメン構法・トラス工法・2×4
工法 躯体サンプル展示

●サイディングプレカット加工品展示

住環境エナジーコーナー
太陽光、HEMS、最先端のホームセキュリティ
システムを始め、「賢く暮らす」ための商品を多
数展示。

天然木・銘木コーナー
秋田杉・吉野杉の厚板・造作材など多数展示。
天然木の暖かい本物の良さにふれて下さい。

プレカット工場見学
最新鋭加工機による、木造住宅の躯体の加工の
全てを間近でご覧ください。

お客様のニーズに応えて総力を結集!
「木と共に暮らす住まい創り」を
サポートします。

20日・21日
AM10：00～PM5：00 AM10：00～PM4：00

10/
日土

本　社　〒460-0012　名古屋市中区千代田二丁目1番13号　
TEL.052-261-5466㈹　FAX.052-261-5460
名古屋店  西春店  岐阜店  津島店  豊田店  知多店  多治見店  藤岡店  高山店
鈴鹿店 プレカット  建築設計  ホームコンポーネント  販売企画推進  外装  住環境
YSG  ホームセンター  リファイントヨタ五ヶ丘

『ウッドファースト社会の実現』
皆様に頼りにされるファーストコールカンパニーを目指し、「ワンストップサービス
サポートシステム」による住宅作りのお手伝い、コストパフォーマンスと木造化・木質
化の最大化を図る「山西 WOOD FIRST プロジェクト」のご紹介、有力メーカー
協賛による最新設備機器のご提案など、盛りだくさんな2日間です。一緒に快適な
住まいを考えましょう。

STYLE FAIR 2018PWOOD R

プロウッドス
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RO
山西プレカット工場
愛知県弥富市楠1丁目

106番地（名古屋西部木
材団地西3区）

TEL. 0567-68-4501

会 場

日 時
新築・リフォーム総合

展フェスタスペシャル



クリナップ

快適な暮らしを　お考えの方必見！快適な暮らしを　お考えの方必見！

カラフルなモザイクタイルを並べて自分だけの
タイルアートをお楽しみいただけます。

クイズイベント移動販売車来場! 大抽選会開催!お食事コーナー クイズイベント移動販売車来場! 大抽選会開催!お食事コーナー クイズイベント
クイズラリー
クイズに答えて
参加賞をもらおう！

移動販売車来場! 大抽選会開催!

※商品が無くなり次第終了
　させていただきます。

ご来場の方に
「メロンパン」を1つ
プレゼント!!

イベント当日は、
丼物・麺類をはじめ、
軽食メニューも
取り揃えております。

豪華商品が当たる
大抽選会を開催します!
ご家族お揃いで
ご来場ください。

住まいの裏側  
なかなか見れない
吹付断熱をどのように
施工しているかを
目の前で体験していただきます。

吹き付け実演吹き付け実演
フォーム断熱

住む人の健康と環境にやさしい
自然素材フローリングから
「木のやさしさ・ぬくもり」を
ぜひ感じてみてください。

無垢フローリング
体験コーナー
無垢フローリング
体験コーナー

プロウッド

自分だけのオリジナルバッジを
つくってみよう！
かわいいかぼちゃのデザインです。

かぼちゃの間伐材バッジをつくろうかぼちゃの間伐材バッジをつくろう
ウッドワン

時間 第1回 AM11:00～
第2回 PM2:00～

お食事コーナー

射的ゲームで景品を
ＧＥＴしよう！

ホーロー射的ゲームホーロー射的ゲーム
タカラスタンダード

時間 第1回 AM11:00～
第2回 PM2:00～

パナソニック

TOTO

ぬり絵にご参加で、
クリ夫オリジナルカレンダーを作ろう。

クリナップの
流レールシンクを
実演します。

ドアを水性塗料で塗ってみよう。 最新ＩＨでオリジナルピザを
つくってみよう。

カラフルなモザイクタイルを並べて自分だけの
タイルアートをお楽しみいただけます。

モザイクタイルでオリジナル
コースターをつくろう！
モザイクタイルでオリジナル
コースターをつくろう！

LIXIL

土ねんど風の粘土で工作して
モノづくりの楽しさを
体験出来ます。
時間 第1回 AM11:00～

第2回 PM2:00～

時間 第1回 AM11:00～
第2回 PM2:00～

ノリやハサミを使わない
かんたん段ボール工作です。
お子様もお楽しみ
頂けます。

段ボールクラフト作り体験段ボールクラフト作り体験
YKKAP

時間 第1回 AM11:00～
第2回 PM2:00～

オリジナルカレンダーを
作ろう
オリジナルカレンダーを
作ろう

時間

快適な暮らしを　お考えの方必見！

２日間！！イベント
盛りだくさんの

流レールシンク体験流レールシンク体験

内装ドアに塗装体験！内装ドアに塗装体験！ 最新のＩＨ調理実演最新のＩＨ調理実演

リンナイ

DELICIA調理実演DELICIA調理実演
ノーリツ 

プログレ調理実演プログレ調理実演
パロマ

ラ・クック体験ラ・クック体験２日間！！イベント
盛りだくさんの

これは便利！ 調理が楽しくなるガスコンロ体験

※体験イベントの工作品は、数に限りがあります。ご了承ください。 ※写真・イラストはイメージです。

自分だけのオリジナル
エコバックをつくろう！

トクラス

第1回 AM11:00～
第2回 PM2:00～

オリジナルエコバック作り体験オリジナルエコバック作り体験

『森のペンダント』を
つくってみよう！

『もりりん』が
やってくるよ！

キッズコーナーキッズコーナー
大分県農林水産部 林産振興室

2×4工法 トラス工法

ハイブリッド構法 門型ラーメン構法

“木造4階建て2×6工法”超高倍率耐力壁（14倍）

山西 PROWOOD HR 工法

土ねんどでハロウィンキャラクターを作ろう土ねんどでハロウィンキャラクターを作ろう

『木造という新しい選択』

見学会出来ます！！

掃除術や
収納の考え方など
住まい方を提案します！

住まい方アドバイザー

近藤典子先生の

収納セミナー

スペシャルイベント

日時 10月20日（土）13：00～15：00
会場 山西プレカット工場 研修センター

話題の最新住宅設備を多数展示！話題の最新住宅設備を多数展示！話題の最新住宅設備を多数展示！




