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個性あふれる最新モデルハウスが勢揃い！
問屋町ならではの上質で高感度な暮らしを提案します。

大手ハウスメーカーと地元ビルダーが手がける全9棟の住宅展示場エリア。住み心地やデザイン性、優れた性能など、家族それぞれが
思い描く家づくりをかなえてくれる企業と出合うことができます。住まいをゆっくりと見学した後は問屋町テラスでひと休みして、理想の
暮らしに思いを馳せてみても。今なら冬のお得なキャンペーンが実施されているので、家族揃ってふらりと立ち寄ってみてはいかが。

セキスイハイム中四国株式会社
TEL.086-250-5816
http://www.sekisuiheim.com

5ユニット・幅12ｍの大空間を柱を配置せ
ず実現し、自由な大空間で「豊かな暮らし」
と「次世代の暮らし」を提案します。【共働
き】【2世帯住宅】をイメージできる間取り
になっており、1・2階共に配置されたＬＤＫ
がご家族の理想の毎日へ導きます。

HOUSING EXHIBITION

PICK UP HOUSE

二つのリビングが
家の幅広い使い方を実現します
問屋町テラスの展示場では１階（35畳）と２階（20畳）それぞれにLDK
があり、二世帯住宅のイメージを持てるとご好評いただいています。
エアコンをつけなくても自然とあったか。冬に幸せを感じる「あったかハイ
ム」を実際に体感しにいらしてください。

機能にもデザインにもこだわりました
自信があるから体感してください

それぞれのLDKが広 と々していて二世帯の独
立した空間を保ちながら一緒に暮らしている
空気も感じられます。

外から格子状に見える部分は実は
寝室。プライベート空間と外観の
デザインがマッチしているので上質
な暮らしをイメージできます。

ライフデザイン・カバヤ株式会社
TEL.086-242-3366

建物を囲う壁により、内と外がいりまじる“間”
を設けながら住空間を巧みにコントロール
し、視線が抜け、広がりや奥行きを感じさせ
る、変化に富んだ空間。中庭や地窓を配置し
光や風をとどけ、開放感と心地よい距離感を
つくりだす、表情豊かな住まいをご提案します。

大和ハウス工業株式会社
TEL.086-259-1110
https://www.daiwahouse.co.jp/

性能と美しさを兼ね備えた住まいで、想
像を超えた暮らしを。「ゆとり」「自分らし
く」をキーワードに、住む人の個性が光る
上質な住まいをｘｅｖｏΣPREMIUMが
実現します。

DaiwaHouse xevoΣ PREMIUM

トヨタホーム岡山株式会社
TEL.086-239-1331
http://toyotahome-oka.com/

大空間・大開口のＬＤＫと、全館空調シス
テムの心地よさを実感。1階は家族それぞれ
にお気に入りの場所があり、2階は浴室・
洗面・ユーティリティーコーナーを設け、
共働きのご夫婦が協力して楽しく家事を
できるよう工夫しました。

シンセ スマート・ステージ

株式会社アイム・コラボレーション
TEL.0120-148-466
http://im-c.jp/

～子どもが育つ家～生活・家事・育児動線
にこだわり、家族のコミュニケーションが取
れやすく、ママが笑顔で子育てしやすい家。
ポイントは「セカンド玄関～おかえり玄関～」。
家族みんなで使えるプライベート玄関です。
お庭を充実させ、外と中のつながりも大切に。

子どもが育つ家

ベル・ホーム 佐藤建設株式会社
TEL.086-250-1134
http://www.belle-home.jp/

アトリエ建築家のデザイン力と快適な
機能、質の高いインテリアの設えは、優れた
感性を持つファミリーに向け、完成度の
高い家創りをご提案いたします。

ベル・ホーム

株式会社ヘルシーホーム
TEL.086-259-1441
http://www.takumito.jp

目指したのは『シンプルで飾りのないちょっと
大人なモダンスタイル』。無垢の木の温か
さをさり気なく感じる空間は、細かなところ
まで職人の技を感じる上品な仕上がりに。
見どころ満載の、そして安らぎと癒しのある
理想の住まいのカタチが出来ました。

TAKUMIto 木と安らぎのSUMAI

ミサワホーム中国株式会社
TEL.086-246-5330
http://misawa-chugoku.jp/

ミサワホーム独自の大収納空間「蔵」と天
井高3mのリビングで広い空間を演出し、
半階ずつずらして重ねる立体的な空間設
計（スキップフロアデザイン）で、住まい全
体に豊かなつながりを生みだします。

積水ハウス株式会社
TEL.086-230-6196
http://www.sekisuihouse.co.jp

積水ハウスの3階建て住宅「M'axio」は、強固
な構造やバリエーションに富んだ屋根勾配・
天井高の仕様で、一般住宅だけではなく、2
世帯・店舗併用・狭小地においても敷地を最
大限に活かした理想の住まいを、優れたコス
トパフォーマンスで実現する事が可能です。 

Parfait（パルフェ） NEW Authent（ニューオーセント）
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あったかハイムは「家じゅう」「すみずみまで」「やさしく」。一日中、
場所による温度差の少ない環境を実現できるので、早朝のキッチ
ンや洗面も寒さによるストレスも軽減。さあ、あったかハイムな毎日
を、あなたも始めてみませんか。

あったかハイムキャンペーン
注文住宅ならではの理想のプランニングを無料ご提案致します。
おうちづくりのこだわりやお悩みをお気軽にご相談ください。ご家
族だけのオンリーワンのおうちづくりを実現致します。

プランニング御提案キャンペーン

あなたにぴったりの土地情報を不動産情報センターにてご案内
させていただきます。
大和ハウス独自の情報にどうぞご期待下さい。
まずは問屋町テラス大和ハウス展示場までお越しください。

土地からご計画の皆様へ
西日本豪雨特別支援価格＋50万円特別資金券をプレゼント
（建物費用や家具・家電にご使用いただけます。）成約順４名様
キャンペーン期間：2018年11月23日(金)～2019年1月31日(木)
※詳しくはモデルハウススタッフまで

西日本豪雨特別支援キャンペーン

2019年2月末までに新築をご成約頂いた方、当社提携の家具
雑貨店、家電量販店、不動産会社で利用できる割引キャンペーンを
ご用意しています。
詳しくは担当スタッフまでお問い合わせください。

コラボレーションキャンペーン

建築家との家づくりはあなたの理想を叶えるスタートラインです。
キャンペーン期間中アンケートをご記入頂いた方に、建築家とつくる高性
能デザイン住宅を手の届く価格でお届けする秘密をプレゼントします。

アトリエ建築家との家づくり」の全てが分かる！
DVDプレゼント! 

キャンペーン期間中に、ご成約のお客様に限り 「太陽光4kwを
無料でプレゼント」 いたします。
※他のキャンペーンとは併用不可。
　詳細はスタッフまでお問い合わせください。

太陽光4kw無料キャンペーン 

右記の電話へご連絡または当社ホームページから来場予約の上ご来場下
さい。ミッフィーグッズを差し上げます。来場予約ページは「ミサワ　問屋
町」と検索して下さい。

事前予約＆ご来場でミッフィーグッズプレゼント

1F リビングダイニング

2F リビングダイニング

ギャラリースペース応接

ダイニングキッチン 寝　室

木質パネル構造により地震に強く、また家族の健康と快適を守る「ウェルネス断熱」の採用に
より、冬は暖かいおうちを実現します。デザインの面も印象的な都市型住宅設計の工夫を随所
に取り入れた問屋町テラスの展示場をぜひご体感ください。

初めての展示場見学は、Web予約がオススメです!!
ご希望の時間にご案内でき、予約時にいただいた
質問にも、しっかりと準備の上お答えいたします。
ご予約いただいたお客様には、「QUOカード2,000円分」をプレゼント!!

WEB予約ご来場キャンペーン

https://lifedesign-kabaya.co.jp/sxl/
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毎日をもっと楽しくするテナントが一堂に。
生活に密着したクリニックや保育園。いつまでも美しくあるための美容室やドッグサロン。SNS映えするおいしい飲食店。新たな夢を
かなえるジュエリー＆カーショップ。さらには記念日にふさわしいフォトスタジオなど、魅力あふれる13店が揃いました。異業種の店舗同士
がつながりを深めているため、問屋町テラスの魅力がますます高まっています。キャンペーンも行なわれているので、チェックしてみて。

PICK UP SHOP

SHOPS

SHOPS

TEL 086-805-1007／OPEN 11:00-20:00／定休日 大晦日・元旦のみ休
https://bijoupiko.com

ビジュピコ岡山店

国内最大級ブライダルリングセレクトショップBIJOUPIKO岡山
店。全国40店舗を展開し、豊富な品揃えで全国のお洒落な花
嫁から絶大な人気を誇る。

ボーモンド ザ フラッグ

ファルファラカーサ マセラティ 岡山

ＣＯＵＴＵＲＥ ＦＵＫＵＩＤＯ ＴＯＫＹＯ

クリエイティブスタジオ
イノセンス問屋町テラス店

西山ファーム フルーツハウス
問屋町店

讃岐の男うどん 問屋町テラス店

ポストメイト保育園・問屋町テラス

フレッシュタルトのお店 スタイル

ブライダルジュエリー C

TEL 086-241-7100／OPEN10:00-18:30
定休日 水曜日／http://www.beaumonde.co.jp/

創業50周年を迎えるボーモンドの旗艦店。オーナーは
トリミング世界大会の日本代表。無添加国産オリジナル
フードも好評。

TEL 086-259-4103／OPEN9:00-18:00
定休日 木ＰＭ、土ＰＭ、日、祝

岡山市南区大福にある三宅医院のサテライトクリニックです。
産科、婦人科、乳児健診を行っております。本院と密に連携
し、患者様一人一人に寄り添うクリニックを目指します。

クリニック

      0120-81-0044／定休日 月曜、第1火曜、第3日曜日
OPEN 火・水・土10:00-20:00 日10:00-19:00  木・金11:00-21:00 
url：http://axe-objet-axe.com/

『明日の自分が好きになる』ストレスフリーなデザイニン
グ、似合わせ提案でお客様の素敵な毎日や出会いに寄り
添えるビューティーパートナーとして。

ヘアーサロン L

TEL 086-244-6611／OPEN10:00-18:00／定休日 水曜日、第1、第３火曜日
https://dealers.maserati.com/dealers/jp/ja/14-hiroshima/index/dealer/
news-events/2018/20181001.html

イタリアが誇る高級車ブランド、「マセラティ」が岡山に
登場。美しいボディ・ラインとラグジュアリーな室内空間を
ご体験ください。

カーショップ

ドッグサロン

H

TEL 086-236-9002／OPEN10:00-19:00 ／定休日 なし
https://www.fukuido-tokyo.com

色の絢[『あや』が織りなす美しさをFUKUIDOがお菓子で
紡ぐ・・・。店内カウンターでは美しいお菓子を日本酒・ワ
インと共に味わっていただけます。 

スイーツ（洋菓子・和菓子） E

TEL 086-259-1303／OPEN10:00-19:00／定休日 火曜日
https://www.cs-innocence.com/

赤ちゃん、お誕生日、七五三、マタニティなどの記念写真を
もっとオシャレに！芸術的な空間演出・衣装で今までに
感じたことのない感動を！

フォトスタジオ M

TEL 086-242-2480／OPEN10:00-19:00
定休日 なし

太陽に恵まれた自社農園や契約農家から採れる旬な
岡山県産フルーツを使った、トレンド感溢れるスイーツを
思う存分楽しめるカフェです。

フルーツショップ・カフェ G

TEL 086-250-7900／OPEN11:00-15:00 17:00-21:00
定休日 なし

昭和から続く伝統のこだわり「だし」。その場で揚げる
「できたて」天ぷらを、見た目も彩り豊かに楽しんで頂ける
地元岡山の老舗うどん店です。

うどん D

TEL 086-805-1115／定休日 なし
 基本保育時間：7:00-20:00　延長保育：20:00-22:00

問屋町テラスを利用される時の一時保育にも、近隣に
お住まいの方の月極保育にも、皆様の生活スタイルに
合わせた様々なご利用方法がお選びいただけます。

保育園

TEL 090-1358-5177／OPEN 10:00-20:00 ／定休日 なし
http://freshtart-style.com/

毎日でも食べたい！！何個でも食べられる！そう思って
いただけるように、クリームや製法にこだわっています。

カイルアハウス・カフェ

スイーツ F

TEL 086-236-9000／定休日 水曜日
OPEN 土曜9:00-19:00（O.S.18:30） 日曜9:00-18:00（O.S.17:30）
月・火・木曜10:00-18:00（O.S.17:30） 金曜10:00-19:00（O.S.18:30）
https://kailua-house-cafe.business.site/?m=true

こだわりのコーヒー豆や厳選食材を使った本格的カフェ。
モーニンググラスコーヒーOSAKAプロデュース店岡山発上陸。

カフェ I

TEL 086-250-6999／定休日 月曜日（祝祭日は翌日休み）
OPEN 火-金11:30-15:00 17:00-23:00 土・日・祝祭日11:30-23:00
http://jitb-kurashiki.com/

ワインに合うパスタや肉料理、創意工夫を凝らしたディッ
シュまで。岡山食材を取り入れ、ひと手間加えられたイタ
リア料理をカジュアルに楽しめます。

ワイン・イタリア料理 K

イタリアの高級車マセラティの専門店で
す。流行にのっとったSUV車がマセラティ
に登場。岡山でこのSUV車レヴァンテを走
らせる楽しみを。ぜひ一度心地良さを体験
しにご来店ください。

八十八商店バンビーナ
や     そ    はち

岡山でマセラティのファンになって
いただけるようにマセラッティ
ファンのアイテムも豊富にご用意。
冬はダウンジャケットもオススメ
です！

冬はインフルエンザの予防接種
をすることをおすすめします。ま
た、風疹が流行っているのでブ
ライダルチェックなどで検診は
ぜひ受けてください。

J

A B

外来だけの産婦人科クリニックです。
予約制なのでお待たせすることも少なく、
新規の方も予約いただければ受診でき
ます。妊婦さんに限らず、定期検査なども
できますので、かかりつけ医として安心して
通院できます。

WINTER campaign

WINTER campaign

『ダイヤモンドにブランド料はいらない』という
キャッチコピーのもと、世界基準よりも大幅に
高く値段がつけられている日本のダイヤモン
ドを適正価格にてご提案（0.2ct ¥61,560～）。
お洒落な店内に展示されたダイヤモンドにも
圧巻。トレンドに敏感な花嫁に理想のリング
が見つかると話題です。

シンプルからアンティーク・個性
派まで豊富な品揃え。HPからの
ご予約でダイヤモンドピアスの
プレゼント等、様々な特典をご
用意。詳しくはスタッフまで。

自社開発の商品はたくさんの品
揃えがあります。特に冬は乾燥対
策で、水素ヘアトリートメントと
水素スパがオススメです。 安心していただけるお店の雰囲気を作ってい

ます。スタイルを作るだけでなく、それぞれの
素材美を最大限に引き出して長くお付き合い
できるように、頭皮と髪の毛の診断やケアで
毎日のお手入れが楽になる、本当にオススメ
できるものを自信を持ってご提案します。

※予約や登園予定がない場合は閉園致します。 WINTER campaign

WINTER campaign
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