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株式会社 桧家ホールディングス（埼玉県久喜市、代表取締役社長 近藤 昭）子会社の株式会社 桧家住宅南関東 
（千葉県柏市、代表取締役社長 伊藤 正信）、株式会社 桧家住宅東関東（茨城県つくば市、代表取締役社長 渡沼 徹也）、
株式会社 桧家住宅上信越（群馬県藤岡市、代表取締役社長 井上 和憲）ならびに桧家住宅 FC 加盟店は、2012 年 4 月に
滋賀県・千葉県・福岡県・宮城県・兵庫県・埼玉県の 6 県において新たに展示場をオープンいたします。これにより、 
桧家グループの展示場は 93 店舗（FC 店 6 店舗を含む）となり、今年に入りすでに 12 店舗のオープンとなっております。 
 
 2012 年 4 月 7 日（土）にオープンとなるのが滋賀県「大津展示場」で、4 月 21 日（土）には千葉県「我孫子展示場」、福岡県
「久留米展示場」の 2 展示場、さらに 4 月 28 日（土）には宮城県「仙台長町展示場」、兵庫県「姫路展示場」、埼玉県 
「本庄展示場」の 3 展示場が一挙オープンとなります。 

 
今回オープンする展示場は、今年 1 月に販売を開始し発売 2 ヶ月で 50 棟以上の契約を得るなど、非常に好調な 

「スマート・ワン V シリーズ」のベースとなったリアルサイズ展示場です。同シリーズは“3KW のソーラーシステム”と“HEMS”
が標準装備されコストパフォーマンスに優れた商品で、同シリーズの契約率のアップにより 2 月契約物件全体のソーラー 
システム搭載率は 40％まで上昇しております。 
 
【【【【各展示場各展示場各展示場各展示場についてについてについてについて】】】】    
・大津展示場 
 大津展示場は、3 年前に FC 加盟店契約を締結した株式会社 新東陽 
（滋賀県長浜市、代表取締役 国友 清貴）の会期満了に伴う敷地内移転により、 
全棟建て替えでのグランドオープンを迎えることになりました。 
 
・我孫子展示場 
 我孫子展示場は、株式会社 桧家住宅南関東の直営店で、桧家住宅が 
推奨している 40 坪台の現実的な広さで家づくりのプランが体感できる 
「リアルサイズ展示場」へのリニューアルとなります。 
 
・久留米展示場 
 久留米展示場は、FC 加盟店である株式会社シアーズホーム 
（熊本県熊本市、代表取締役 丸本 文紀）が熊本県八代展示場に続く 2 号店 
としてオープンするもので、九州エリアで 2 会場目となります。同社では、 
八代展示場での受注が予想を上回る好調だったため、最新モデルの 
リアルサイズ展示場として 2 号店をオープンする運びとなりました。桧家住宅 
FC 加盟店として、年間 200 棟の受注を目指し、更なる展開を進めていきます。 
 
・仙台長町展示場 
 仙台長町展示場は、株式会社 桧家住宅東関東の直営店で、受注棟数の 
増加が見込まれる仙台地区 3 店目の展示場となります。総合展示場の 
グランドオープンに伴い出店を致しました。仙台地区では今期 50 棟、来季は 
100 棟の販売を見込んでいます。 
 
・姫路展示場 
 姫路展示場は、昨年 11 月に桧家住宅 FC 加盟店となった 
株式会社 三建（兵庫県加古川市、代表取締役 髙見 憲一）が、近畿エリアで 
3 会場目としてオープンするリアルサイズの最新モデルハウスです。 
同社は、桧家住宅 FC 加盟店として 3 年以内に兵庫県で年間 100 棟の受注を 
目指し展開してまいります。 
 
・本庄展示場 
 本庄展示場は、株式会社 桧家住宅上信越の直営店で、お客様に部屋の大きさ・生活動線・アイテムなど現実的なサイズ
を実感していただきながら様々なプランのご提案が可能な「リアルサイズ展示場」へのリニューアルとなります。 
 
 
 
 
 

売行売行売行売行きききき好調好調好調好調ななななスマスマスマスマートートートート・・・・ワンワンワンワン V V V V シリーズシリーズシリーズシリーズををををリアルサイズリアルサイズリアルサイズリアルサイズでででで体感体感体感体感！！！！    

桧家住宅桧家住宅桧家住宅桧家住宅、、、、2012201220122012 年年年年 4444 月月月月にににに 6666 展示場展示場展示場展示場ををををオープンオープンオープンオープン    

大津大津大津大津展示場展示場展示場展示場・・・・姫路姫路姫路姫路展示場展示場展示場展示場    外観外観外観外観（（（（同同同同タイプタイプタイプタイプ））））    

我孫子我孫子我孫子我孫子展示場展示場展示場展示場・・・・久留米久留米久留米久留米展示場展示場展示場展示場        

本庄展示場本庄展示場本庄展示場本庄展示場    外観外観外観外観（（（（同同同同タイプタイプタイプタイプ））））    



NEWS RELEASENEWS RELEASENEWS RELEASENEWS RELEASE    
    
【【【【展示場展示場展示場展示場のののの特徴特徴特徴特徴】】】】    
・シンプルで落ち着きのある外観の大きな切妻屋根には省エネ eco 住宅の必需品“ソーラーシステム”を搭載。 
 
・ベランダには木目調のスリット格子が意匠性を向上させつつプライバシーを確保。 
 
・庭のウッドデッキともつながり一体となった開放感のあるリビング。 
 
・キッチン傍には、まとめ買いした食材を保存可能な広々とした“ストックヤード”を配置。直接外に出られるので 
ゴミ出しにも便利。 

 
・日本の古き良き伝統を現在風にアレンジした掘りごたつ式の“タタミダイニング”は、現代人の体型に合わせた 
テーブルと椅子で再現。 
 

・固定階段付きで荷物の出し入れも楽々な“階段付小屋裏収納。シアタールームやギャラリーとしても活用可能。 
 
 
【【【【各展示場所在地各展示場所在地各展示場所在地各展示場所在地・・・・出店概要出店概要出店概要出店概要】】】】    
 
<4 月 7 日オープン> 
大津展示場大津展示場大津展示場大津展示場    
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 4-7-7 （大津プリンスホテル住宅博内） 

●リアルサイズ棟 ：134.0 ㎡（40.53 坪）※別途小屋裏収納 30.0 ㎡（9・07 坪） 
●ショールーム棟 ：108.5 ㎡（32.82 坪） 合計 ：242.5 ㎡（73.35 坪） 

 
<4 月 21 日オープン> 
我孫子展示場我孫子展示場我孫子展示場我孫子展示場    
〒270-1164 千葉県我孫子市つくし野 4-80-1 （我孫子住宅公園内） 

●リアルサイズ棟 ：132.0 ㎡（39.92 坪）※別途小屋裏収納 30.0 ㎡（9・07 坪） 
●ショールーム棟 ：121.5 ㎡（36.75 坪） 合計 ：253.5 ㎡（76.67 坪） 

 
久留米展示場久留米展示場久留米展示場久留米展示場    
〒839-0809 福岡県久留米市滋賀氏合川 1-7-31（KBC マイホーム展久留米会場内） 

●リアルサイズ棟 ：129.0 ㎡（39.02 坪）※別途小屋裏収納 30.0 ㎡（9・07 坪） 
●ショールーム棟 ：121.5 ㎡（36.75 坪） 合計 ：250.5 ㎡（75.77 坪） 

 
<4 月 28 日オープン> 
仙台長町展示場仙台長町展示場仙台長町展示場仙台長町展示場    
〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町 7-27-13（TBC ハウジング長町モールサイド内） 

●リアルサイズ棟 ：141.5 ㎡（42.81 坪）※別途小屋裏収納 30.0 ㎡（9・07 坪） 
●ショールーム棟 ：132.0 ㎡（39.93 坪） 合計 ：273.5 ㎡（82.74 坪） 

 
姫路展示場姫路展示場姫路展示場姫路展示場    
〒671-2201 兵庫県姫路市書写畑林 634-13（ABC ハウジング姫路・書写住宅公園内） 

●リアルサイズ棟 ：134.0 ㎡（40.53 坪）※別途小屋裏収納 30.0 ㎡（9・07 坪） 
●ショールーム棟 ：117.0 ㎡（35.39 坪） 合計 ：251.0 ㎡（75.92 坪） 

 
本庄展示場本庄展示場本庄展示場本庄展示場    
〒367-0026 埼玉県本庄市朝日町 2-17-19（本庄ハウジングステージ内） 

●リアルサイズ棟 ：154.37 ㎡（46.71 坪）※別途小屋裏収納 28.0 ㎡（8.47 坪） 
●ショールーム棟 ：112.0 ㎡（33.88 坪） 合計 ：266.37 ㎡（80.59 坪） 

 


