
ホームページ インスタグラム

みらいホーム旧正マッコ市

e-mail　  mail@miraihome.jp
一般建設業許可　青森県知事（般-2）第17424号

ホームページ　  https://miraihome.jp/
宅地建物取引業免許　青森県知事（7）　第2663号

未来環境開発有限会社
TEL：0172-59-1234

〒036-0311　黒石市吉乃町88番地
FAX：0172-59-1900

みらいホームは住まいのワンストップ相談所
資産計画・土地探し・プラン・住宅建築・火災保険・
アフターメンテナンス等一級建築士・宅地建物取
引士・住宅ローンアドバイザーが対応いたします。
現在借り入れのある方、銀行で断られた方、シン
グルマザーの方、20代の方もお気軽にご相談下
さい。お待ちいたしております。

みらいホームはフル装備高性能住宅です。
企画型注文住宅のプランを増やして様々なお客様に対応
できるようにしました。各タイプ別に省エネ性能に優れ
たデザイン性、使い勝手の良い最新の装備をセットして
います。
全館床暖房・居室も含めた全館
照明器具付の家です。
フル装備にして「付帯工事費０円」
を目指しています。

円安、建築資材の高騰で住宅建築費が上昇しています。賃金アップがあまり見込めない今、みらいホームは
新築住宅をご計画中の方に、企画型注文住宅を旧正マッコ市特別価格で、住まいづくりを応援します。

みらいホームは総額表示の、安心のコミコミ価格です。
価格の内容を「建物費用」と「諸経費」に分けて明朗、予算の心配は無用です。

●価格に含まれるもの

●価格に含まれないもの

「建物費用」に含まれる項目

「別途費用」になる項目

「諸経費」に含まれる項目

１．建物本格価格
２．設計料
３．基本図面作成料
４．仮設費用（仮設電気、仮設水道工事費込）
５．屋外排水工事費用
　　（建物から10ｍを超える場合は別途費用）
６．下水道接続工事費用
　　（合併浄化槽が必要な場合は別途費用）
７．雨水排水工事費用
８．屋外水栓工事費用
９．屋外電気配線工事費用
10．廃材処分費用

１．土地購入関連費用
２．登記関連費用
３．地盤補強工事費用
４．浄化槽設置工事費用
５．水道加入金
６．住宅ローン関連費用
７．火災保険費用

１．地盤調査費用
　　（地盤補強工事は別途費用）
２．建築確認申請費用
３．工事監理費用
４．瑕疵担保責任保険費用

2/5●日～７●火 AM10：00
 ～PM5：00

●会場 みらいホーム
コロナ禍につき電話予約制の開催にしております。
安心・安全のためマスク着用と検温をお願いしております。

会　場
案内図
黒石市
吉乃町88新築住宅大応援祭

事前予約制 ご予約は
電話で 0172-59-1234

イメージパースです

やさしい気配りのある家 家計にやさしい暖かな家企画型注文住宅 企画型注文住宅‒Ｍ
程良い距離を　愉しみながら
　　　相手の気配りが
優しく感じられる　平屋の暮らし。

ＬＤＫを挟んで 2つ
の洋室と、独立した
洗面コーナー、食品
庫、広いシューズク
ロークのあるプラン

1LDK　12.02坪

3LDK　28.06坪

4LDK　33.06坪

2LDK　15.78坪

2LDK　20.04坪

‒Ｍ

M-home

M-home

‒Ｍ

‒Ｍ

◆１Ｆ床面積：
 38.50㎡（11.65坪）
◆延床面積：
 38.50㎡（11.65坪）
◆建築面積：
 39.74㎡（12.02坪）

◆１Ｆ床面積：
 50.51㎡（15.28坪）
◆延床面積：
 50.51㎡（15.28坪）
◆建築面積：
 52.17㎡（15.78坪）

◆１Ｆ床面積：
 64.59㎡（19.54坪）
◆延床面積：
 64.59㎡（19.54坪）
◆建築面積：
 64.59㎡（19.54坪）

施工面積39.74㎡ 12.02坪 施工面積52.17㎡ 15.78坪

施工面積66.24㎡ 20.04坪

施工面積92.74㎡ 28.06坪

施工面積109.29㎡ 33.06坪

限定２棟

限定２棟

限定２棟

限定２棟

限定２棟

旧正マッコ価格 旧正マッコ価格

旧正マッコ価格

旧正マッコ価格旧正マッコ価格

880 1,180

1,280

万
円

万
円

万
円

（税込価格968万円） （税込価格1,298万円）

（税込価格1,408万円）

通常価格980万円（税抜）を 通常価格1,280万円（税抜）を

通常価格
1,480万円（税抜）を

通常価格
1,780万円（税抜）を

通常価格
1,380万円（税抜）を

（税抜） （税抜）

（税抜）

M-home

◆１Ｆ床面積：
 43.88㎡（13.27坪）
◆２Ｆ床面積：
 46.37㎡（14.03坪）

◆１Ｆ床面積：
 52.99㎡（16.03坪）
◆２Ｆ床面積：
 52.99㎡（16.03坪）

◆延床面積：
 90.25㎡（27.30坪）
◆建築面積：
 46.37㎡（14.03坪）

◆延床面積：
 105.98㎡（32.06坪）
◆建築面積：
 56.31㎡（17.63坪）

イメージパースです

イメージパースです

２階平面図

２階平面図

１階平面図

１階平面図

シンプルデサインで収納たっぷりの家

家族が増えても対応できる間取りの家庭につながる大きな窓が人気です。

1,280

1,680

万
円

万
円

（税込価格1,408万円）

（税込価格1,848万円）

（税抜）

（税抜）

3LDK24.80坪タイプも
ご用意しております

旧正マッコ価格は、全館床暖房の家（あったかいお家）です。
１階と２階全居室　　➡経済的な光熱費はホームページ（miraihome.jp）で公開中
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床暖房のトリプル効果で、こんなに快適・安心！

みらいホーム一級建築士と原価でつくる家 未来環境開発有限会社 〒036-0311　黒石市吉乃町88番地

今話題、隠れたヒット商品
「招福　藍染鼻緒の布草履」
（3,000円相当）をプレゼント

満足度99.4％の超人気商品
雨の日でもふっくらの清潔・快適
乾燥機です。
・ 大物の洗濯も天候を気にせず
いつでも。ドラム除菌運転。
・ 短時間乾燥で、干す手間も取
り込む手間もかかりません。

A マイクロバブルシステムバス（一日の疲れを癒やす素晴らしい体験を） B ガス衣類乾燥機「乾太くん」（我が家のホームランドリー）
ご来場記念プレゼント FreePlan（注文住宅）ご成約記念　期間中にご成約の方に、Ａ、Ｂいずれかをプレゼントいたします。1 2

みらいホームは全館床暖房の家
みらいホームはオールガスシステムで、オール電化住宅や灯油の住宅より、経済的な光熱費を実現しています

➡光熱費はホームページで公開中!
津軽の冬の寒さを吹き飛ばす！！
ヒートショック防止の切り札
ガス給湯温水床暖房システム

ガス給湯のトップブランド と黒石ガスが
全面協力で実現したオリジナルプランです。

木造軸組工法プラスモノコック
構造で耐震最高等級３の家です。

外壁下地にタイベックシルバー、
躯体の遮熱と劣化を防止します。

外壁下地に高防水、高防カビ、火
と地震に強いタイガーＥＸボード。

内装下地にホルムアルデヒドを吸収分
解するタイガーハイクリーンボード。

全棟気密測定実施、数値確認後
のお引渡しをしております。

万が一の住宅の瑕疵に補充、
住宅の瑕疵担保責任保険加入。

経産省、国交省認定のＢＥＬＳ評価
書付。住宅の資産価値を守ります。

構造耐力上
主要な部分
及び雨水防
止部分に対
する10年間
保証。

2/5●日～７●火 AM10：00～PM5：00　３日間連続開催

●会場 みらいホーム
コロナ禍、安心、安全の体制でお待ちしております。

新築住宅大応援祭
事前予約制 電話でご予約下さい。 0172-59-1234

究極の暖房と言われる床暖房はメリットいっぱい。小さな
お子様からお年寄りまでご満足いただけます。
みらいホームの全館床暖房システムは家中どこでも一日中
春の陽だまりのような快適さで、お過しいただけます。

人は室温だけでなく、床や壁から受ける
放射熱の量でも暑さ・寒さを感じます。
床暖房は床を暖めるだけでなく壁や
天井を同時に暖め、そこからのふく射熱が
体に吸収されるので、室温が16～18℃
と低くても十分な暖かさが得られます。

陽だまりのようなポカポカやさしい
暖かさの床暖房なら、赤ちゃんから
お年寄りまで快適に。
お部屋の乾燥も防ぎ、ノドやお肌も
いたわります。

床暖房は室内に燃焼させるもの
がないので風が無くホコリが舞
いません。空気が汚れないので
定期的な換気も不要です。

電気・灯油・ガスの光熱費比較表を
お渡ししております。お得なオール
ガス住宅の秘密をご説明しています。
省エネで家計にやさしい住宅です。

●室温は16～18℃でも
　部屋全体がヌクヌク！

●カラダのことを考えた、
　やさしい暖かさ！

●燃焼しないから安心、
　空気もクリーン！

●オール電化より経済的、
　停電時にもお風呂に入れます

みらいホームのFree Plan（注文住宅）は長期優良住宅が標準仕様の地震に強い省エネ健康住宅です。

青森の新しい“まち”と“くらし”をつくるみらいホームの施工事例（注文住宅）のご紹介
Rooftop　　　屋上庭園・露天風呂のくらし
グリーンで
　いっぱいの
天空の楽園

欧米の住宅
　子供の頃からの
夢の実現

憧れの
　総タイル張り
太陽光発電の家

Avenir　　　映画で見た憧れの家 Premium　　　ハイバリュー・上質な住宅

TEL：0172-59-1234　　FAX：0172-59-1900　　https://miraihome.jp/


