入場無料＆お得なプレゼントがいっぱい！ 第４回
「女性のマンション購入☆秋の応援フェア」

輝く女性の夢がかなうフェアへGO
女性のための快適住まいづくり研究会

東京国際フォーラム ホールB-7

定 員

800人

第３回のフェアではセミナーに参加した女性
804人中、約３分の１にあたる264人が３カ月
以内にマンション購入の夢を実現！ まさに輝
く女性になるために、ぜひ参加したいセミナー
です。また、2020年のオリンピック開催地が、
同フェア開催初日の９月７日
（土）
に決定されるこ
とを記念し、翌８日
（日）にオリンピックメダリス
ト有森裕子さんを特別記念セミナーの講師とし
て招きます。
セミナーに参加希望の人は、ウェブのほか、
電話、ファクスで申し込みを。先着800人に招
待状を送付します。
前回はすぐに定員に達してしまったので、申し
込みは早めに！

「夢は必ずかなう！
よろこびを力に…」

入 場 も Ｏ Ｋ ︶︒ 各 ブ ー ス で

会 場

Ⅰ部

は 商 品 券 や 人 気 の コ ス メ︑

（日）
開催日時 ９月８日
午後12時30分〜午後3時

女性のマンション選びを

３万円分
３等 （３人）

代表

小島ひろ美さん

1991年に同研究会設立。ライフスタ
イルコーディネーター、宅地建物取
引主任者。女性の住まい選びに関す
る相談に22年間、無料で応じている。
また、女性の立場に立った より快適
な住まいづくり を大手不動産会社や
商社、建設会社に企画提案も行う。
著書に「シングル女性のマル得マンシ
ョン選び」
（講談社）
ほか

キマ子は「女性のための快
適住まいづくり研究会」の
オリジナルキャラクター

早めに申し
】
【女性限定
待
800人 無料招
先着申し込み

「女性の活躍を応援！！ 夢は必ずかなう…」

応援する﹁女性のための快

特別記念セミナー

多彩なプレゼントも用意さ

一般社団法人
女性のための快適住まいづくり研究会

※先着順のため、無くなり次第終了

込みを

９月８日 メインテーマ
（日）

適住まいづくり研究会﹂は︑ おしゃれな生活グッズなど

５万円分
２等 （２人）

7日（土）
・8日（日）各日先着500人（計
1000人）
の女性に
「キマ子のエコバッグ」
（1050円相当）
をプレゼントします。

昨年は2000人以上が来場。８日（日）の午後
３時以降はとくに混雑が予想されます。じっ
くり情報収集したい人は7日
（土）
が狙い目

れているので︑この機会に

小島ひろ美さんに
インタビュー

■各日先着500人にエコバッグをプレゼント

PRESENT

第４回﹁女性のマンション

10万円分
１等 （１人）

購入☆秋の応援フェア﹂を

友達や彼氏を誘って︑みん

８日︵日︶にはオリンピッ

なで女性の夢がかなうフェ

クメダリスト有森裕子さん

９月７日︵土︶
・８日︵日︶に

会場では働く女性におス

を迎え︑夢をかなえるため

アへ出かけてみては︒

スメの︑現在発売中のお買

開催︒毎年︑シティ読者に

得物件情報や秋以降に発売

の特別記念セミナー︵女性

も好評です︒

予定の最新マンション情報

限定・先着申し込み８００

ウェブのほ

人︶も開催！

フェアに来場し、スタンプラリーに参
加した女性の中から抽選で楽天スーパー
ポイント（
「楽天市場」などでショッピン
グに使用可）が当たります。詳しくは会
場で。

がいち早く集まります︒モ

■抽選で楽天スーパーポイント10万
円分を、どーんとプレゼント！

女性限定

デルルーム回りをしなくて

来場者に
豪華プレゼントWチャンス

か︑電話またはファクスで

込み不要】
【事前申し K
O
男性も入場 ス
ー
ブ
協賛会社

会場には、女性のマンション購入を応援
する大手不動産会社・商社など16社（予定）
がブースを出展。秋以降に発売の最新情報
をはじめ、100以上のマンション情報をチェ
ックできます。簡単なアンケートに答えた人
にはプレゼントも！ 事前申し込みは不要、
男性も入れるので彼氏や夫を誘って一緒に
来てもOK。

各ブースでは、来場者に商品券やインテリ
ア雑貨、ステーショナリーなどのすてきなプ
レゼントを用意。すべて数量限定、無くなり
次第終了なので、早めに出かけて。

東京国際フォーラム
（有楽町駅前）
地下１階ガラス棟ロビーギャラリー

主催：女性のための快適住まいづくり研究会
協力：シティリビング／日経ウーマンオンライン／楽天不動産／オズ モール
協賛：新日本建設、住友不動産、大和ハウス工業、東京ガス、ナイス、丸紅、
三菱地所レジデンス、ほか
（50音順）
支援先：あしなが育英会 ※協賛金の一部と２日間の募金を寄付

女性のマンション購入★
秋の応援フェア

最新のマンション情報と
すてきなプレゼントをゲット！

場

早めに申し込みを︒

第４回 東日本大震災復興支援イベント

会

も︑一挙にチェックし比較

男性も入場OK

検討できるのも人気のポイ

入場無料

時 ９月７日
（土）
・８日
（日）
午前10時〜午後５時

ント︒入場は無料︵男性の

９月７日
（土）
・８日
（日）
開催

日

マンションの夢が現実に
特別セミナー申し込み受け付け中

女性のマンション選びを応援する、毎年人気のイベントが９月に開催されます。働く女性にお
ススメの
「マンション最新＆お買得情報」
を知ることができるブースが一堂に集まります！

キマ子のエコバッグ

特別記念セミナーの申し込みは
ウェブ
（パソコン、
スマホ、
携帯）
のほか、
電話またはファクスで

特別講師 有森裕子さん
時間 午後1時〜 1時45分
オリンピック女子マラソンで二大会連続メダル
獲得。自らの目標を達成し、日本中に感動を呼び
起こした有森さんが、夢をかなえるために女性た
ちに伝えたいメッセージとは…。

Ⅱ部 「女性の活躍と住まい選びを応援！

〜輝く女性になるために〜」

講師 小島ひろ美さん
時間 午後2時〜 3時

特別講師

有森裕子さん

1992年バルセロナオリンピックで
銀メダル、1996年アトランタオリ
ンピックで銅メダルを獲得。現在
はスポーツを通じて希望と勇気を
分かち合うことを目的としたNPO
法人
「ハート・オブ・ゴールド」
代表
理事、スペシャルオリンピックス日
本 理事長として国際的に活躍中

PRESENT
♦セミナー参加者にはお土産も

「快適な住まいに暮らすことで女性の人生はさら
に輝く」
を持論とし、自ら実践する小島さんが、
「失
敗しないマンション購入６つのステップ」や秋以降
の不動産や金利動向などを分かりやすく説明。

８日（日）の特別記念セミナーに
参加すると、女性にうれしいバス
セットやコスメセットなどをプレ
ゼント！

６つのステップと情報収集をしっかり
変化に対応し、賢い選択を
景気回復の兆しとともにマンション市場は活気づいています。来年
４月に消費税増税、さらに住宅ローン金利とマンション価格の上昇な
ど、今がチャンスと購入を検討している人が多く、女性のための快適
住まいづくり研究会会員（2013年7月7日現在７万人）の月間マンショ
ン契約者も、今年の２月に過去最高を記録しました。
長期金利は上昇傾向ですが、９月までは各銀行がさまざまな優遇金
利キャンペーンを行っています。こういうお得なキャンペーン情報を
逃さず、上手に利用するのも賢いマンション購入のポイントなんです。
「ローンを組んだ後、万一病気で働けなくなったら？」と心配な人のた
めに、ローン返済を保険がカバーしてくれる住宅ローンも登場。今は
金融機関も女性の住宅購入を大いに応援しているんですよ。

失敗のないマンション選びを
震災復興により、建築資材や人件費も上昇中。だからと焦っていき
なりモデルルームへ行くのはNGです。セミナーでは失敗しない購入の
ための
「６つのステップ」
を説明しますので、ぜひ活用してくださいね。

特別記念セミナー申し込み・フェアの詳細はコチラから
http://www.kaiteki.gr.jp/ 女性 マンション 検索

女性のための快適住まいづくり研究会
目黒区自由が丘２- ９- ６、Luz自由が丘８階

℡03-3718-7017（火・水曜定休） FAX03-3718-7015（24時間受け付け）

女性の笑顔と輝きは安全で快適な暮らしがあってこそ。今回のフェ
アで一人でも多くの女性が理想の住まいに出会い、夢につながる始め
の一歩となることを願っています。

