Two-family Home

年賀
「お義父さん、牛乳買っといてくれる？」

「オッケー！」

「子供用のボディーソープもいい？

どんなのかわかる？」

「お店の人に聞くけんよかよ。わかるやろう。」

「ありがとう。じゃあ仕事に行ってきま～す」

義父と二世帯住宅で一緒に暮らして７年。

本当の親子のようになれたのは、

悲しみを一緒に乗り越えられたから。

生命の誕生を共に喜んだから。

これからも家族みんなで助け合い、

楽しく暮らしていきたいと思う。

2019

謹賀新年
旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。
本年も一層のサービス向上を目指し、社員一同誠心誠意努める覚悟でございます。
なにとぞ本年も倍旧のお引き立てのほどお願い申し上げます。
本年が、皆様にとって輝かしい年となりますようお折り申し上げます。
尚、新年は 1 月 5 日より皆様のご来店をお待ち申し上げます。

平成 31 年 1 月

HALC Design

平屋造りの親世帯と 2 階建ての子世帯。

通り土間を介して完全分離型の二世帯住宅。

互いの距離間を保ちながらも常に気配を感じて暮らせる住まい。

≪

新春キャンペーン

≫

このチラシをご持参の方のみ素敵な商品が当たる抽選会開催！

1等

〈 1 名様 〉

防蟻処理工事
「ボロン de ガード」

自然素材「ホウ酸」による木材劣化対策。
工事面積：23 坪

ハルクショールーム 佐世保店

2等

ユニットラグ
50×50 ㎝ 6 枚入り

3等

〈 3 名様 〉

オリジナル
クッション

■営業時間 10 ： 00〜17 ： 00
■休館日 水曜日 ・ 祝日 ・ お盆 ・ 年末年始 （12/29 ～ 1/4）
1/19 （土）

〒859-3205 長崎県佐世保市田の浦町 424 番地 11

TEL. 0956-27-5588

〈 1 名様 〉

FAX. 0956-39-3110

http://e-halc.com/
ホームページリニューアルオープン !!

くじ
無し !!

ハズレ

インスタグラム
フォロー宜しくお願い致します。

新春キャンペーン
1/5（土）〜

27（日）迄

Two-family Home

新築住宅のおひろめ会

の二世帯住宅
私は「家族が一緒に暮らす」
「家族が近くで住まう」と言うことが、
共働きの夫婦や子供、おじいちゃんおばあちゃんにとって

同じ敷地に住む『おとなり』スタイルの二世帯住宅

二世帯住宅 完成見学会

どれだけ幸せな事かを知り、そのような暮らしに特化した

1/ 20（日）〜 27（日）

住まいづくりを応援したいと思うようになりました。
HALC Design は、その思いを果たすべく、

佐世保市下本山町にて 【 予約制 】

二世帯と多世帯の住まいづくりに特化したお役立ちを目指し
立ち上げたブランドです。

◆ご予約は TEL. 0956-27-5588

自分ラシク暮らせる幸せな家族が増えるお手伝いをすることを通じ、
住まいから社会を変える力になりたいと願っております。
【親世帯リビング】建物の中心に配置したリビングは、お孫さんにとっても行きやすい場所となる

親世帯、子世帯が互いに助け合って安心して生活できる住宅です。

TVCM で放送中の

1 階の南側には、デッキへと続く大開口の窓がある LDK。

デコスドライ工法による断熱材を採用。
天然の木質繊維のセルロース
ファイバーの断熱材は優れた
断熱材のみならず、
防音、調湿性にも
優れています。

リビングと玄関側の 2 ヶ所から直接出入りできる和室、
太陽光発電も設置した見どころ満載の建物となっております。
ぜひ、二世帯住宅を検討中の方はもちろん、単世帯で家づくりを
検討中の方も見学会にご参加下さい。

〜『おとなり』スタイルの二世帯住宅

【親世帯和室】客間や書斎として使える落ち着いた和室

二世帯住宅の間取りをイメージしたモデルルーム。LDK をそれぞれの世帯で分けることで、気配を感じながらも程よい距離と関係が保てます。

今

また家事動線も整えられ共働きでも子育てしやすい間取りとなっております。

二世帯住宅が選ばれている理由？
育児の

メリット

老後の

メリット

家事の

メリット

仕事の

メリット

経済面の
メリット

防犯の

メリット

病気・通院

日常の家事・危険な作業

生活の一部をほどよく共有

部分共用型

玄関や浴室などの設備の一部を共用しながらも、親世帯・子世帯が生活する
ゾーンを分ける。親世帯と子世帯の生活時間帯が異なる場合や、
適度にプライバシーを保ちたい方はこの部分共用型がオススメ。

共働き・残業や出張

完全分離型

建築費用・生活費・税金

【親】【子】世帯ごとにかかる土地、建築資金を助け合える。
二世帯で一緒に食事をとるなどすると生活費を削減できる。
住宅ローンや・相続税など優遇措置の適用を
受けることができる場合がある。

留守や旅行時

【親】【子】家に誰もいない時間が減るので、防犯上安心。
相互に留守番を頼んで旅行にも行きやすくなる。

孫が誕生！
2 世帯で成長を見守る

子世帯に子供が生まれると孫の成
長をいつでも身近に見ることがで
きます。子世帯は子育てを助けて
もらえれば共働きもでき、互いに
メリットがあります。

20
年後

子世帯が親世帯に
引っ越し同居生活へ

両親 2 人暮らしを子世帯がサポー
トするために親世帯へ引っ越し。
空いた子世帯住宅を賃貸へ。
家賃収入でローンの負担も軽減
できます。

30
年後

孫の独立！
子世帯住宅の売却

お孫さんが独立する頃は、子世
帯も老後の生活が見え始める頃。
子世帯住宅を売却すれば、ロー
ンも繰り上げ返済でき、老後の
蓄えもできます。

完全同居型

多くの空間を、ふたつの家族が共有。家事や子育ての協力がしやすい。
個々の空間を共有することで生まれるストレスを、解消することがポイントとなる。

1 棟の建物を親・子の世帯を完全に分離

【親】パソコン操作などの応援が頼める。
【子】両親がいるので、安心して共働きできる。
残業や出張時は、子供の送り迎えも頼める。

5

年後

しあわせストーリー 〜

大家族のふれあいを重視

【親】老夫婦 2 人で暮らすよりさらに暮らしに張り合いがでる。
介護が必要となっても近くに子供がいることで大きな安心感が得られる。
【子】病気や通院の時にすぐにサポートができる。

【親】親世帯には危険な作業でも、子世帯に手伝ってもらえる。
【親】【子】家事を助け合える。

同じ敷地に小さな子世帯の住宅
を建築。ほど良い距離で、心地
よい二世帯住宅の新生活をス
タート。

どんな二世帯住宅が理想ですか？

子育て・教育

【親】親世帯も共に孫を育てる「孫共育」は文化継承ができる。
礼儀正しく、お年寄りに優しい子に育つなど、孫に良い影響を与える。
【子】親世帯と一緒に子育てができる。

子世帯と一緒に
新生活がスタート！

▼

【子世帯ダイニングキッチン】子供の気配が見渡せるキッチン

▼

【親世帯ダイニングキッチン】パーティーもできる大空間

▼

代表取締役社長 大平 伸

ご実家の隣に息子様ご夫婦が建てた住宅。
これこそまさに『スープの冷めない距離』の二世帯住宅で、

≪

川島織物セルコン

≫

オーダーカーテン無料相談会

1/ 20（日）午後の部：13 〜 15 時 【 予約制 】
午前の部：10 〜 12 時

1 棟タイプ

1 棟の建物を「上下」又は「左右」に分け、完全に分離することで、
各世帯のプライバシーを重視できる。
どちらかの世帯に大家族が集まることのできる空間を設けることがポイントとなる。
また、将来の賃貸併用にも対応しやすくなる。

ひとつの敷地に 2 棟建築

完全分離型

カーテンを素敵に楽しもう！

2 棟タイプ

ひとつの敷地に二世帯がそれぞれ独立した住居を建築するタイプ。
住戸間には庭や通路などを設けて二世帯が行き来しやすくなる。
採光や通風も良くなるといった特長もある。

でも、 やはり不安が…
確かにこれまでの環境や生活リズムの違いや、世帯間の価値観の違い、また多様化するライフスタイル等により

お互いに不安やストレスをかかえる場合もあります。けれどその不安を「間取りの工夫」により、少しでも軽減できないでしょうか？
私たちは両方の世帯から、しっかりとご要望をお伺いし、ご納得いただけるご提案をさせて頂き、

『家族みんなが幸せに暮らせる二世帯住宅』を、お客様とご一緒につくっていく家づくりをさせて頂いております !!

ハルクデザイン

諫早店にて

（諫早市栄田町 21 番 2 号）

◆ご予約は TEL. 0957-25-8692

カーテンを替えて、部屋のイメージを一新したい！
永く使える質の良いカーテンが欲しい！
など新たに購入をお考えの方ぜひご参加下さい。
オーダーカーテンだから出来るこだわり、生活に必要な機能や安全性、
それぞれのお部屋に合った選び方など
窓装飾プランナーが詳しくお話し致します。

~ お菓子・コーヒー付き ~

