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地元にフォーカス！ 地域密着型フリーマガジン
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オートクラブ
〒871-0153 大分県中津市大貞371-37　定休日／火曜日　営業時間／8:00 ～ 19:00

☎ 0979-26-5566
ht tp ://www.autoc lub-on ixnakatsu .com

オートクラブ
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普通車・バン・
トラック・ダンプ
までリース
いたします！

トヨタ
ハイエースバン
スーパーGL
DARK PRIME標準ボディ
2800cc 2WD 3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ
トヨタ
ヴォクシー
ZS 7人乗り
ブラック 2000cc
2WD 3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ
トヨタ
ランドクルーザー
プラド
TX Lパッケージ 5人乗り
ブラック 2800cc 4WD 3万円

回×

（
税
込
）

.99
603万円
回×

（
税
込
）

.99
603万円

回×

（
税
込
）

.99
60

月々コミコミ月々コミコミ
スズキ
クロスビー 
HYBRID MX
1000cc
2WD 2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ

月 ：々26,460円（税込）×60回
ボーナス：32,400円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

月 ：々31,320円（税込）×60回
ボーナス：92,232円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

月 ：々39,960円（税込）×60回
ボーナス：97,200円（税込）×10回
頭金410,397円・5年リース

月 ：々37,800円（税込）×60回
ボーナス：99,684円（税込）×10回
頭金0円・5年リース





宇佐市でビジネスをはじめよう
第８回 宇佐市創業支援講座が
開催されます。

宇佐市でビジネスを始めませんか。専門家による講座が開催されます。内容は「初級編」

＋「実践編」で構成されています。

初級編は自分でビジネスをはじめたい、ビジネスをもっと広げたい方むけにグループワー

クなどで構成されており、第一週目は芽豆羅グループの宗像文世理事長を迎え、「創業

に必要な基本的な知識、人材育成」について講演をしていただきます。

実践編は、自分のビジネスをより明確に形にしたい方へ個人指導をメインに行われます。

今までの経験を活かし自分でビジネスを始めたい ！ 自分の想いを形にしたビジネスをした

い！など思いはあるけれど、何を準備・検討したら良いのか分からないとお悩みの方、この

講座をキッカケに自分の夢や想いを形にして、起業家への道を一歩踏み出しましょう！！

［所］宇佐市商工会議所

［料］参加費無料

※相談受付期間　8：30～17：00（土・日・祝日除く）

宇佐市役所 商工振興課 商工労政係　☎0978-27-8168

開催期間／5月10日（木）・17日（木）・24日（木）・31日（木）
　　　　　6月 8 日（金）　18：30～21：00

開催日／4月29日（日）　14：00～

ミス・アース・ジャパン大分大会実行委員会　☎0979-64-6100

「ミス・アース ジャパン」大分大会が
中津市の結婚式場ヴィラルーチェで
4月29日（日）開催！

世界規模のミスコンテスト「ミス・アース」は2001年にフィリピンで始まり、出場

者が環境問題について訴え、環境保全への意識向上を促すのが特徴で、今年

は中津をはじめ全国25ヶ所で地方大会が行われる。書類選考などを通過した

大分、福岡県の18～26才の7人が出場し、審査員の評価点と来場者の投票

数で7月に東京である日本代表選考会の出場者を決める。入場料は2,000円

で投票チケット付き。問合わせは、ミス・アースジャパン大分大会実行委員会 

0979-64-6100まで。

NEWS & Topics

17



18

COLUMN 01



ボリューミーなのに
リーズナブルでメチャうまい！

ボリュームたっぷりチキンカツ丼

●材料…卵1個　
●ナメタケ瓶詰め…1/3　
●タマネギ（小）…1/2　
●水…おたま1杯　
●貝割れ大根（ネギや三つ葉でもOK)…適量　
●お惣菜屋のチキンカツ（あれば）…1枚

①玉ねぎを薄切りにする
②玉ねぎ、ナメタケ、水を鍋に入れ、玉ねぎがしん
なりするまで煮る。
③卵を溶きほぐし、鍋に回しいれる。
④③の卵が好みの半熟に仕上がったら、ご飯の
上にのせ、トースターで温めたチキンカツをトッ
ピング。
⑤貝割れ大根をちらしてできあがり（トッピング
はトンカツやコロッケでもOK）。

POINT
カツなしでも、鶏無しの親子丼みたいな味になっ
てオイシイ！
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職　種／①看護職員 ②介護職員 ③厨房職員
給　与／①月給185,000～213,000円 ※ほか夜勤手当1回9,000円
　　　　②月給165,000～180,000円 ※ほか夜勤手当1回6,000円
　　　　③時給850円
時　間／①8:30～17：30、17：00～9：00
　　　　②7:00～16：00、10:00～19：00、17：00～9：00
　　　　③5:30～14：30、10:30～19：30
休　日／年間107日（シフト表による）
応　募／②③は資格・経験のない方も応募可。
　　　　パートの方も同時募集！
　　　　まずはお気軽にご連絡下さい。
★就職準備金あり

介護施設増床につき、介護施設スタッフ募集！ 正 パ

築上郡築上町大字湊1277-3

介護老人保健施設 青海山荘
☎0930-57-1110（担当／渡辺）

職　種／①看護士（正職員・パート） ②介護士（正職員・パート）
資　格／①看護師、又は准看護師免許
　　　　②ヘルパー2級以上、又は介護職員初任者研修修了者 
　　　　※時間・給与・休日・待遇等は当社規定により優遇！
　　　　※勤務希望館や希望入社日等、お気軽にご相談下さい。
　　　　※パートは時間・休日応相談、詳細はお問い合わせ下さい。
待　遇／昇給年1・賞与年2回、各種保険完備、交通費・有給・慶弔休暇あり
★パートさんは小さなお子様のいる方も大歓迎！ 短い時間の方もOK！
★介護を身につけたい方、新しい職場を
　お探しの方、転職をお考えの方、資格取得中の
　方など未経験者も経験者も歓迎です。

看護士・介護士、スタッフ募集！ 正 パ

行橋市行事1-4-11（国道201号線・10号線近く）

ファミリーホーム アバン2号館
☎0930-26-2555（担当／渡辺）

45年以上連続で増収している安定企業です。休み・福利厚生がシッカリしているから働きやすい！
職　種／ルート営業及びルート配送
内　容／ホテル、レストラン、結婚式場、居酒屋等の外食産業への
　　　　業務用食材の営業及び配送を行っていただきます。(営業車1.5～2t使用)
　　　　※入社3ヶ月間は先輩社員と同行し時間をかけて、しっかり仕事を覚えていきます。
給　与／月給207,000円～(一律手当を含む) ※入社後2ヶ月間は月給190,000円
時　間／8：30～18：30（実働8時間）
休　日／日・祝日他、月2～3回(平日ローテーション）夏季、年末年始・GW休暇・慶弔休暇
資　格／高卒以上、未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可）、年令35才迄（キャリア形成の為）
待　遇／昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備、 皆勤手当5千円、通勤手当有、車通勤可、
           社用携帯電話貸与、退職金制度有(3年以上勤務)、報奨金制度有、研修制度有、
　　　　社員研修旅行有、花見等有、扶養手当 ※社会保険の扶養者に限る
　　　　配偶者/月額10,000円・子・父母・祖父母/一人につき月額5,000円
応　募／まずは電話後、写真付履歴書及び職務経歴書をご郵送下さい。追って面接日等をご連絡します。

豊前支店新設！ ルート営業及びルート配送 正社員募集！正

豊前市八屋335-4

（株）西原商会九州 豊前支店
☎0979-62-9100（担当／田中）

★きちんと休みが取れます!!
日曜日・祝日が休み！ 
さらに、月2～3日平日に休みをとることが
できるのでプライベートも充実です！

★福利厚生も充実!!
皆勤手当・扶養手当・通勤手当などの手当や
昇給・賞与・各種保険完備・報奨金制度なども
充実しているので安心して働けます！

他業種からの転職の方、未経験の方も安心の
研修制度有！時間をかけて研修を行いますので、
しっかり仕事を覚えることができます！

職　種／健康補助食品の製造ライン作業
　　　　①包装作業・ラベル貼付・箱詰め等 ②原料加工業務
　　　　※6ヶ月毎の更新になります ※正社員登用制度あり
資　格／高卒以上
給　与／時給840円～900円
時　間／8：30～17：30 ※②のみ繁忙期に交替勤務あり
休　日／土・日・他（会社カレンダーによる）
　　　　年間休日121日（2017年実績）年末年始・夏季休暇有
待　遇／各種保険完備、マイカー通勤可（通勤手当有）、有給休暇有
応　募／履歴書・職務経歴書を郵送下さい。書類選考後、追って合格者には
　　　　面接日時をご連絡致します。まずはお気軽にご連絡下さい。
　　　　

クリーンな環境で働きませんか！

宇佐市四日市917番地1

日本薬品開発株式会社
☎0978-32-3355（担当／佐藤・竹下）

契

職　種／冷凍食品製造工、選別検査及び袋詰め・箱詰め作業
給　与／140,000～190,000円
時　間／①6：00～15：00 ②8：00～17：00 ③15：00～00：00
　　　　交替シフト制
休　日／日・祝日、年末年始、お盆休みあり
　　　　（会社カレンダーによる）
待　遇／賞与年2回、各種保険完備、
　　　　交通費支給（当社規定）
応　募／まずはお気軽にご連絡ください。
★試用期間も同条件。試用期間後、昇給有り

冷凍食品製造スタッフ募集！ 未経験者でも歓迎！ 正

豊前市大字宇島76番28

株式会社 金子食品 豊前工場
☎0979-82-1386（担当／高尾）

JOB GUIDE
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職　種／①客室・浴場の清掃 ②レストランホール・調理スタッフ
給　与／①時給800円 ②時給800円（17時～22時　900円）
時　間／①9:30～15:00 ②17:00～22:00
休　日／シフト制
待　遇／昇給あり、制服貸与、
　　　　通勤手当有（駐車場有）

★時間帯や勤務日数
　相談に応じます。
★未経験者大歓迎！
　学生さんも大歓迎！

客室清掃スタッフ・レストランスタッフ募集！パ

ホテルルートイン中津駅前
☎0979-85-0050（担当／大井）
中津市大字中殿福成467-3

内　容／フロント業務、宿泊予約の受付業務
           チェックイン業務・電話対応
　　　　※20～40代の女性が活躍中！
給　与／時給850円
時　間／①16：00～21：00 ②8：00～14：00
勤　務／①平日週3日程度 ②土日のみ
　　　　※平日のみ・土日のみでもOK!
           ※休日応相談
応　募／まずはお気軽にお電話下さい。
           電話連絡の上、履歴書（写真付）を
           ご持参下さい。

ホテルスタッフ急募！ 接客が好きな方歓迎！ア パ

宇佐市辛島230番地

ホテルパブリック21
☎0978-33-3355（担当／木村）

内　容／①万田店（レジ・惣菜・青果・事務）時給  830円
　　　　②沖代店（レジ・惣菜）……………時給  830円
　　　　③青豊店・豊前店（惣菜）…………時給  830円
　　　　④沖代店（夜間レジ）……………時給  870円
　　　　⑤豊前店（夜間責任者）…………時給1,000円
　　　　⑥惣菜工場………………………時給  830円
　　　　⑦本部事務員……………………時給  830円
時　間／①②③⑦8：30～5時間・8時間程度、13：00～5時間程度
　　　　④⑤17：00～21：00又は22：00まで
　　　　⑥6：00～11：00、6：00～15：00  ※勤務時間など相談に応じます。
待　遇／通勤手当、技術手当あり（当社規定による）
応　募／ご希望の店舗までお電話ください。

スーパー細川、パートさん募集！

スーパー細川（担当／各店店長）

パ

スーパー

HOSOKAWA

万田店 ☎0979-24-5366 沖代店 ☎0979-24-2636
本　部 ☎0979-24-5339

豊前店 ☎0979-82-3378 青豊店 ☎0979-62-9220

職　種／ホールスタッフ
勤　務／シフト制
　　　　火曜日～土曜日の間で3日位
給　与／時給800円～
時　間／18:00～22:00
応　募／電話連絡の上、
　　　　履歴書ご持参ください。

★学生さん、主婦の方でもOK
★未経験者も大歓迎！

パート・アルバイト募集！パ ア

中津市日ノ出町2-363

おでん屋 望千庵
☎0979-22-2185（担当／井上）

職　種／パート・アルバイト
給　与／①時給830円～ ②時給820円～
　　　　③時給900円～（要フォークリフト免許）
内　容／レジ、接客販売、商品管理等の店舗作業
時　間／①7：30～12：30 ②8：00～20：00 ③12：00～20：00
　　　　※上記時間内でシフト制。シフトはお気軽にご相談ください。
　　　　※時間・日数は応相談。週2日～、1日3時間～OK!
休　日／月9日以上（土・日・祝日応相談）
待　遇／有給休暇、従業員割引、制服貸与
応　募／事前に電話連絡の上、履歴書（貼付）を持参ください。

★経験・資格は問いません！ なじみのホームセンターナフコで一緒に
　働きましょう♪販売未経験者でも先輩が丁寧に教えます！
★学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん歓迎！

豊前市今市120-1

ナフコ フレスポ豊前店
☎0979-84-1191（担当／山口・鈴木）

ナフコ フレスポ豊前店、スタッフ大募集！ア パ

内　容／未経験者歓迎、経験者優遇。 正社員・アルバイト・パート各種スタッフ
給　与／①パート・アルバイト 時給850円～1,000円（高校生800円）
           　22時以降は時給25%UP（深夜手当） 昇給制度、評価制度 随時
　　　　②エリアマネージャー・チーフ 月給300,000円～450,000円
　　　　③店長・料理長 月給250,000円～350,000円
　　　　④サブマネージャー・副料理長 月給23,000円～270,000円
　　　　⑤一般正社員 月給20,000円～250,000円
　　　　※社会保険完備
時　間／（沖代）10：00～翌1：00 （宮島）15：00～翌3：00の間のシフト制
　　　　アルバイ・パート時間帯応相談。1日3時間～シフトを選べます。
　　　　短期アルバイト、Wワーク、週末のみ、深夜時間のみもOK!
           正社員は2交代、週休2日制。
待　遇／①食事補助、制服貸与、正社員登用制度あり、車・バイク通勤可。
　　　　②③④⑤昇給あり、賞与制度、各種保険完備、役職手当あり
　　　　社員旅行（年1回）、独立支援、有給休暇
応　募／まずはお気軽にご連絡ください。

2店舗同時募集！ 好きな時間帯を選べて働ける！正 ア パ

中津市沖代町1丁目2-16

炭火焼肉 韓国苑 中津沖代店
☎0979-64-8822（10時以降）

中津市宮島町16

炭火焼肉 韓国苑 中津宮島店
☎0979-22-0111（15時以降）

求人広告のお申込みは株式会社ADP（FREE編集部）まで  TEL.0979-25-2005   E-mail free.nakatsu@gmail.com
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職　種／自動車用ヘッドランプ及びテールランプの製造
内　容／プラスチック部品の成形作業、プラスチック部品の塗装～検査作業
　　　　プラスチック部品の蒸着～検査作業、各種ランプの組立・
　　　　検査・出荷作業など
　　　　成形技術者、金型メンテナンス技術者、品質管理スタッフ、
　　　　生産管理スタッフ
勤　務／中津市三光森山工業団地内
給　与／月給180,000円～250,000円（諸手当含む）
時　間／8：00～17：30・20：30～5：30※2交替勤務（残業あり）
休　日／週休2日制（GW/お盆/年末年始に連休あり）
　　　　年次有給休暇、リフレッシュ休暇
待　遇／賞与年2回、各種保険完備、通勤手当、退職金制度、制服貸与
応　募／まずは履歴書を下記住所まで郵送ください。
　　　　書類選考後、面接日時をご連絡いたします。

★男女スタッフ活躍中！ 転職希望の方大歓迎です。
★冷暖房完備のクリーンで快適な職場です。

工場拡張により社員大募集！正

中津市三光森山321番地4

九州市光工業株式会社
☎0979-43-6531（担当／久部（くぶ））

勤務地／中津市民病院（中津市大字下池永173）
内　容／食器の後片付けや洗浄業務
職　種／食器洗浄
給　与／時給750円
時　間／8:00～11:00、12:00～15:00 ※月15日程度勤務
休　日／シフト制
資　格／未経験OK
待　遇／交通費規定支給・制服貸与・車通勤可（無料駐車場有）
応　募／電話連絡の上、履歴書持参下さい。
　　　　※グループ会社のユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。     
　　　　【A1926300281】

★詳細は面接時にお気軽にどうぞ！

1日2～3hのオシゴト！ スキマ時間を有効活用しよう♪パ

福岡市博多区博多駅東3丁目3-3 新比恵ビル2F

栄食メディックス株式会社
　 0120-563-537（アルバイト応募受付センター／受付10：00～19：00）

勤務地／中津胃腸病院（中津市大字永添510番地）
職　種／①調理師 ②栄養士
給　与／時給1,071円（①②共通）
　　　　※試用期間（3ヶ月）は時給800円
　　　　※社員登用あり。 登用後は月給18～20万円（経験による）
時　間／①5:30～14:30、10:30～19:30
　　　　②5:30～14:30、9:00～18:00、10:30～19:30
　　　　※（①②共通）実働8h・休憩60分・週5日勤務
休　日／4週8休（シフト制）
資　格／①調理師免許 ②栄養士免許
待　遇／交通費規定支給・制服貸与・車通勤可
応　募／電話連絡の上、履歴書持参下さい。
　　　　【A1926300284】

★詳細は面接時にお気軽にどうぞ！

経験者優遇！初心者歓迎!! その他相談OK♪パ

福岡市博多区博多駅東3丁目3-3 新比恵ビル2F

栄食メディックス株式会社
　 0120-563-537（アルバイト応募受付センター／受付10：00～19：00）

職　種／製造生産作業員（5名）
内　容／カーエアコン配管パイプの加工・製造等
時　間／①8：00～17：00  ②20：00～5：00
           （基本①②の交代制）
給　与／160,000円～190,000円（その他 各種手当有り）
           ※3ヵ月間の見習い期間あり
休　日／会社カレンダーによる
           ※年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等の大型連休あり
待　遇／①皆勤手当・②通勤手当・③精勤手当（10,000円～）・
　　　　④家族手当（8,000円～）・社会保険・雇用保険各種保険完備
応　募／まずはご連絡ください。面接日をお知らせ致します。
　　　　※履歴書は面接時にご持参願います。

★男性・女性問わず18歳～50歳程度までの方活躍中！

大幅増産の為、急募！正

中津市定留外野18-1

株式会社 渡辺製作所 九州工場
☎0979-32-6511（担当／阿部）

JOB GUIDE
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職　種／①サービススタッフ（フルタイム） ②サービススタッフ（パートタイム）
内　容／式場内での案内・湯茶接待・料理の配膳・下膳、飲み物オーダー受付・
　　　　片付け・会場準備・清掃等の葬祭会館でのアシスタント業務全般。
給　与／①月給135,000～155,000円 ②時給800～900円
時　間／①8:30～17:00 ②9:00～15:00、9:00～17:00、17:00～21:00 
　　　　※土日のみ、曜日限定、短時間でもOK
勤務地／中津紫雲閣、中津池永紫雲閣 ※豊前市、宇佐市の方でもお近くの
           紫雲閣での勤務が可能です。
休　日／週休2日制
待　遇／各種保険完備
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
★女性スタッフも活躍中！時間など応相談。

サービススタッフ募集！ シニア世代の方、子育て世代の奥様も大歓迎！パ

中津紫雲閣
☎0979-23-4444（担当／麻生）
中津市上宮永3

内　容／病院内及び病室日常清掃
勤務地／中津市民病院
給　与／時給780円～1,000円
　　　　試用期間750円
時　間／7：00～21：00
　　　　上記の間で都合が良い時間
勤　務／週3～5日程度
　　　　（作業シフトによる交代制）
　　　　※時間・勤務はいずれも応相談
待　遇／制服貸与、交通費規定支給、有給制度あり（当社規定）
応　募／まずは、お気軽にお電話下さい。電話受付後、後日面接をさせて
　　　　いただきますので、履歴書（写真付）で準備してください。

初めての方でも丁寧に教えます！ 清掃スタッフ増員の為、大急募！

中津市大字下池永173番地（中津市民病院内）

日本空調サービス株式会社 中津営業所
☎0979-64-7702（担当／林・松尾・藤本）

パ

職　種／①ピッキング作業員（契約社員）
　　　　②自動車部品検査員（パート）
内　容／①自動車部品の出荷準備に伴う作業全般。
　　　　　フォークリフトを仕様しての荷物の受入・検品作業等。
　　　　　まれに社用車を使用しての荷物の運搬もあります。
　　　　②自動車部品の検査業務全般。 プラスチック部品の目視検査。
給　与／①月給 180,000円
           ②時給 800円～850円（自動車部品関係の仕事経験者は優遇）
時　間／①8：30～17：00
　　　　②9：00～15：00、9：00～16：00
休　日／土日完全週休二日制。祝祭日は出勤（社内カレンダーによる）
　　　　GW・お盆・年末年始長期休暇有り
待　遇／賞与年2回、交通費支給（規定有り）、条件を満たせば各種保険加入
　　　　車通勤可、無料駐車場有り、制服貸与
資　格／①フォークリフト、普通自動車免許
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
　　　　履歴書持参のうえ、随時面接を行います。

★自動車部品、合成樹脂製品をプロデュースデする専門メーカー。
★幅広い年齢層の社員が活躍中！未経験でも大歓迎！優しく指導いたします。

自動車部品製造スタッフ大募集！契 パ

中津市大字上野字飛永839

日清化工株式会社 九州事業所
☎0978-25-9630（担当／矢野）NISSIN

求人広告のお申込みは株式会社ADP（FREE編集部）まで  TEL.0979-25-2005   E-mail free.nakatsu@gmail.com
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セキスイハイム九州（株）
公式フェイスブック

お家づくりに役立つ情報をLINEでお届け！

今すぐ
友達登録！

行橋展示場
行橋市西宮市1丁目13-1

☎ 0930-23-8110

★仮お申し込みいただいたお客様は、5月6日（日）までに上記展示場にて正式なお申し込みが必要となります。

私たちセキスイハイム九州株式会社は、お客様情報の適正な取り扱いに努めています。
右記URLをご参照くださるか、お電話にて窓口までお問い合わせください。 http://www.heim-k.com/policy.html

リユースハイムキャンペーンについてのお問い合わせ先は、
下記展示場またはキャンペーン事務局にお問い合わせください。

●キャンペーン事務局
受付時間／10：00～18：00（※定休日/火・水）

ハガキでのお申し込みの方は右記専用ハガキにご記入の上、ご投函ください。

ご確認要項（お申し込みの前に必ずご確認下さい）

資源循環型の再生住宅リユースハイムキャンペーン

【申込要項・条件】●お申し込みはセキスイハイム展示場にて受付いたします。ハガキ・ホームページ・スマー
トフォンから仮お申し込みができます。（仮お申し込み後、2018年5月6日（日）までに下記展示場にて正式な
お申し込みが必要です。）●九州地区（沖縄県・離島を除く）にお住まいの方且つ、建築できる宅地を九州地
区（沖縄県・離島を除く）にお持ちの方、又は土地購入予定の方ならどなたでもお申し込みいただけます。●
お申し込みは一世帯お一人様に限ります。（同一宅地での重複お申し込みはできません。）●代理人による
お申し込みはできません。お申し込み者本人が建築し、居住することが条件となります。ご当選された場合の
権利の譲渡、売買は一切できません。●同業者の方のお申し込みはご遠慮願います。●お申し込み締切日
／2018年4月30日（月）締切。（ハガキ、ホームページ、スマートフォンでの仮お申し込みの場合も2018年4
月30日（月）締切。ハガキは4月30日（月）必着）
【抽選について】●お申し込み多数の場合は、厳正なる抽選にて当選者を決定いたします。●各エリア一次
抽選は2018年5月12日（土）・13日（日）を予定しております。エリアにより実施日がいずれか1日となる場合
がございます。お申し込み時に弊社営業担当にご確認ください。●本抽選は2018年6月3日（日）です。ご当
選者には直接当社よりご連絡するとともに、当社ホームページにて2018年6月3日（日）午後6時より発表い
たします。●本抽選での当選者が当社が指定する期日までにご契約いただけなかった場合のため、次点者・
次々点者を決めさせていただきます。●ご当選者は2018年6月30日（土）までに当社と建築請負契約を締
結していただきます。期日までに、ご契約いただけない場合、当選の権利は次点者へ移ります。●ご当選いた
だいた場合でも、お申し込み要件を満たしていない方は、ご当選の権利が無効となる場合がございます。●ご
当選の方でも、敷地条件や借り入れ条件、法的制約等により建築が不可になった場合、当選権を辞退して
いただく場合がございますのでご了承ください。
【物件概要】●今回お譲り（販売）する展示場は、宮崎県都城市の都城展示場（2階建）2012年11月建築
（築5年3ヶ月・2018年3月現在）1棟です。●お譲りする価格は、展示場プラン（2階建）1,190万円（消費
税込）、展示場プランから変更の場合は、プランにより価格が異なります。（広告掲載の変更プラン1（2階
建）は1,390万円（消費税込）、変更プラン2（2階建）は1,500万円（消費税込）、変更プラン3（2階建）は
1,590万円（消費税込）、変更プラン4（1階建）は1,280万円（消費税込）です。）建物価格に消費税率8％
相当額を含みます。●展示場プラン及び変更プランの価格には太陽光発電システムが含まれます。展示場
のプラン変更により6.73kW未満の搭載又は太陽光発電システムが搭載できない場合もございます。価格
並びに太陽光発電システムの搭載容量等につきましてはプランにより異なりますので、詳しくは展示場係員
にお尋ねください。お譲りする太陽光発電システムは2012年の製品の為、固定買取制度の対象外となりま
す。●プラン変更も可能です。プラン変更には、改造費が必要な場合もあり、その際、展示場プランの価格よ
りも高くなる場合がございます。予めご了承ください。なお、プランの変更をする場合は、元の展示場部材を一
定割合以上使用していただきます。その結果、ご希望いただいたプランが設計できない場合があります。また、
設備の追加等につきましては、ご当選後別途お見積りさせていただきます。●棟上げ工事、内装工事、標準
基礎工事などは当社標準工事により施工し販売価格に含まれております。●屋外の電気・ガス・給湯器・給
排水の配管・配線工事、造園・門柱・門扉の外構工事、及びエクステリア工事、特殊基礎、地盤改良工事
等、浄化槽、旧家屋の解体工事費用は含まれません。別途お見積りとなります。●建築確認申請料及びそ
の他の諸費用（登記費用、印紙代など）は別途となります。●準防火地域など、準耐火仕様が必要なエリア
には建築できません。又、敷地条件や法的制約、作業車搬入不可、その他の理由で建築が不可能な場合が
あります。●再利用部材を使用するため、住宅性能表示制度、長期優良住宅、フラット35は使えません。●
再利用部材を使用するため、使用に支障のない小キズ等、新規手配部材との色違い・仕様違いが発生する
場合もございます。●展示場で使用の設備器具のうち、TV、ホームシアター、ベッド、エアコン、冷蔵庫、洗濯
機などの家電及び、造作家具類、給湯器は除かせていただきます。記載の価格に含まれておりません。造作
設備・タイル床等においては同一仕様ではございません。プランの中の家具はイメージです。●展示場プラン
の場合、現在宮崎県都城市で展示しているプラン（現在の都城展示場）より一部プラン変更になります。●
展示場プラン並びに変更プラン共、室内等の仕様につきましてはセキスイハイム標準仕様となり、現在展示
している都城展示場と同一の仕様ではございません。詳しくは展示場係員にお尋ねください。
【着工時期】●2018年9月末～12月末の当社指定日とさせていただきます。当社都合により最大1～3ヶ月
程度変更となる場合がございます。●上記ご確認要項の内容を確認いただき、同意の上お申し込みくださ
い。●広告有効期限／2018年4月30日（月）

2018年4月30日（月）当日必着ホームページ・スマートフォン・ハガキでの
仮お申し込みの受付締切日

リユースハイムキャンペーン専用仮お申し込み書

■ハガキでの仮お申し込み締切日／2018年4月30日（月）締切（必着）

●大工場見学会に □参加したい
●建売・オープンハウス見学会に □参加したい

●ご建築のタイプについて　□新築　□建て替え　□住み替え　□土地から購入

（担当者名：

●展示場への来場予約をされる方はご希望日時、場所をご記入下さい。
　（毎週火・水定休）
　（　　）月（　　）日　時間（　  　　時頃）　場所（　　　　　　　展示場）

イベント

3425
差出有効期間
2018年5月6日

まで

北九州市小倉北区堺町２－１－１

8 0 2 8 7 9 0

FREE

0120-540-816

リユースハイムキャンペーンのお申し込みは下記の展示場へお越しください。

飯塚展示場
飯塚市枝国245-6

☎ 0948-25-0810

小倉展示場
北九州市小倉北区許斐町1-1（RKB住宅展小倉北内）

☎ 093-583-5222

小倉記念病院

小倉展示場

行橋展示場
行橋市西宮市1丁目13-1

☎ 0930-23-8110

ユニクロ 牛角

はせがわ

ひびきの展示場
北九州市八幡西区本城学研台1丁目1-108
（朝日ハウジングプラザ学研都市ひびきの）

☎ 093-603-0816

中央支社 北九州支店 〒802-0005 北九州市小倉北区堺町2丁目1-1
0120-540-816 http://www.heim-k.com/

営業時間／ 10：00～18：00
日・祝日も営業（毎週火・水曜定休日）

小倉南展示場
北九州市小倉南区朽網3914-6（RKB住宅展小倉南内）

☎ 093-475-0816

25

10

25
セブンイレブンセブンイレブン

ファミリーマートファミリーマート

Rホテルイン
北九州エアポート
Rホテルイン
北九州エアポート

ビッグ
モーター
ビッグ
モーター

ハンズマン
くさみ店
ハンズマン
くさみ店

TOTOTOTO

東朽網小東朽網小

セブン
イレブン
セブン
イレブン

ウエスト曽根店ウエスト曽根店
くさみ温泉くさみ温泉

向山
公園
向山
公園

東九州自動車道
東九州自動車道

空港・IC入口

松山入口

バイパス朽網

苅田
北九州
空港IC

JR朽網駅

小倉南展示場

お住まいの地域の
土地情報やイベント情報も

盛りだくさん!!

http://www.heim-k.com/

セキスイハイム九州 検 索




