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9/19●～9/23●土 水

開催時間／10:00
～17:009 9/23●

シルバーWeek

シルバーウィークは「イストワール西室」へシルバーウィークは「イストワール西室」へシルバーウィークは「イストワール西室」へ

楽しいイベントがいっぱい！

近鉄御所線 

「近鉄新庄」駅 4徒歩 分
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ハウス モデル
ハウス

12号地

13号地
MODEL
HOUSE

10号地
MODEL
HOUSE

矢野鉄筋工業矢野鉄筋工業 藤井釣具藤井釣具
加工所加工所 葛城市葛城市葛城市

柿本分館柿本分館柿本分館柿本分館

澤井製作所澤井製作所澤井製作所澤井製作所

柿本神社柿本神社柿本神社柿本神社柿本神社

竹生島神社

西宮神社西宮神社

新庄小学校

JAならけん新庄JAならけん新庄

JAならけん

新庄〒新庄〒新庄〒新庄〒新庄〒

奈良中央奈良中央
信用金庫信用金庫

小泉医院

中谷医院

春日神社春日神社春日神社春日神社春日神社

福山通運

南都銀行南都銀行
板橋医院

旬鮮館旬鮮館旬鮮館
グランドストアグランドストアグランドストアグランドストア

万代万代
楽楽市場楽楽市場楽楽市場庄田

クリニッククリニック

赤井歯科
グランドストア

赤井歯科
グランドストア

弁之庄南側

東西橋西詰北側

東西橋西詰南側

西室北側

西室南側
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大和高田バイパス大和高田バイパス
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ひとまろひとまろひとまろひとまろ
児童公園児童公園児童公園児童公園児童公園児童公園

少林寺拳法連盟少林寺拳法連盟少林寺拳法連盟少林寺拳法連盟少林寺拳法連盟
金剛山支部金剛山支部金剛山支部金剛山支部金剛山支部

イストワール

イストワール
新規分譲開始！

ACCESS & MAP

「近鉄新庄」駅
徒
歩 分4
近鉄御所線

全邸ゆとりあふれる敷地 60.50坪～74.98坪
36 552 619

カーナビをご利用の方は、マップコードを入力することにより、現地の設定ができます。

近鉄御所線「近鉄新庄」駅周辺には、その他分譲地が多数ございます！
近隣のモデルハウスもご覧いただけます。お気軽にお問い合せください。

奈良県葛城市西室12－2付近

イストワール西室 ■物件概要 ●所在地／奈良県葛城市西室8-3●交通／近鉄御所線「近鉄新庄」駅徒歩4分●総戸数／11区画●販売戸数／11区画●敷地面積／200.01㎡（60.50坪）～●建物延床面積／100.00㎡～ ●地目／宅地●建ぺい率／６０％●容積率／20０％●用途地域／
用途地域の指定なし●販売価格／3,194万円（税込み）～●構造／木造2階建て●建物完成予定／契約後約4ヶ月●入居予定／契約後約4ヶ月●設備／関西電力、公共上下水道、都市ガス●事業主・売主・設計・施工・販売／株式会社ウエブリーディング●広告有効期限／平成27年10月末日

駅近でアクセス良好！

LAND PLAN
全11区画

家の基礎となる土台部分を、工場で十分
な品質管理のもと薬剤を注入し、防腐防
蟻処理を行います。

万全のシロアリ対策

ウエブリーディングの家は、構造面の見えない部分の耐震・断熱性にも、まじめに取り組んだ、こだわりの永住品質を標準仕様でお届けしています。

遮熱パネルーフで14℃低減を実現。高
遮熱＆通気層のダブル機能で快適・省エ
ネ・高耐久の家造りをサポートします。

遮熱パネルーフ屋根垂木間遮熱パネル

硬質ウレタンフォームの現場発泡は、継ぎ
目ない断熱層をつくり、優れた断熱効果で
結露防止や省エネルギー化ができます。

ウレタン吹付断熱材

高い防水機能を持つ屋根下葺材で、釘
穴の周囲もしっかりシールし、雨水の浸
入を防ぎます。

屋根防水ゴムアスファルトルーフィング

柱・梁・土台の接合部分の強度が従来の
在来工法と比べて強く、より大空間な間
取りを実現できます。

スーパーストロング金物

フローリング材との間に石膏ボードを挟
み込むことにより、耐火性能と１階への
遮音効果がアップします。

高耐火性＆高遮音性の2階床施工

立上がり幅を150㎜（建築基準法よりも
25％UP）にすることにより、鉄筋の防鎮
配慮年数も建築基準法の2.6倍を確保。

耐久性仕様の基礎構造

基礎の重要な隅角部は建物の力が集中し
ても大丈夫なように、ハンチ補強をおこ
なっています。

基礎コーナー補強

床下合板を厚くし直接土台･梁材に合板を
留め付ける床組工法。地震等で発生する
水平力に対して強く､耐火性能にも優秀。

横揺れに強い剛床28mm

基材にFRCという革新的材料を採用し、
100tの高圧プレスで成形された歪みの少
ない、軽量強靭で長寿命の瓦。

ハイブリッド瓦エアルーフ

一般木材の約1.3倍の強度がある集成材
を、工場で加工した高品質な柱や梁で耐
久性を高めています。

高性能プレカット＆オール集成材

外壁材の放射熱をアルミ蒸着膜で反射し、
軒裏より熱を出します。この施工によりさ
らに、躯体の断熱効果を高めます。

外壁防水・遮熱防水シート

…まじめな標準構造品質
…まじめな標準エコ品質

軽量・高精度・高強度の性能で、木材の下
地では避けられない反りや曲がり等がな
く、クロスのしわが出来にくい工法です。

軽天 （天井下地工法）

第一種換気システムを採用 樹脂サッシ・複層ガラス

微小粒子用フィルターで外気の汚れた
空気が室内へ侵入するのを防ぎます。
また、フィルターで捕まえたアレル物質
と菌・カビ菌を抑制します。

冬期は室内が過乾燥になりがちです。湿
気の改修効率をアップすることにより乾
燥しすぎることを抑制します。

国内最高水準の断熱性能を持つ樹脂窓は熱の
出入りを抑えます。だから部屋の中はいつも快適。

北欧でよく使われている3重ガラスのアイデアに
真空断熱の技術をプラスしました。

断熱性が高いぶん窓の面積も大きくでき、ガラス
の光透過率も高いので、日光を存分に取り込む
ことができます。

細身のフレームを採用し、すっきりとしたデザイ
ンで眺望を妨げません。

どんな住宅とも調和するシンプルで洗練されたデザ
イン。さらに安心のメーカー10年保証も実現。

エアコンの仕事を減らすには住まいから排出される
CO2を大幅に減らすこと。地球温暖化防止に貢献。

微粒子用フィルター搭載
（PM2.5対応フィルター）熱交換気ユニット 真空断熱で、住まいを快適に。

まほうびんのような窓です。
最高等級★★★★の断熱性、
快適さとデザインを極めた樹脂窓。

真空トリプル効果1： 高断熱

真空トリプル効果2： 明るさ

真空トリプル効果3： 美しさ

熱交換方式だから約75％
熱ロスを防ぎ、冷暖房もセーブ！
CO2排出量も抑えます。

冬場の乾燥を抑制！換気をしてもPM2.5や
花粉などの外気も抑制！

◀APW330

快適性

デザイン・
高品質

エコロジー

※APW330は「省エネ建材等級」において最高等級4の商品です。

●冬期比較
●相対湿度比較

関
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初
！！
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花粉花粉花粉花粉

PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5

黄砂黄砂黄砂 ハウスハウスハウス
ダスト
ハウス
ダスト

標準仕様 標準仕様

まじめな標準仕様

■宅地建物取引業 奈良県知事（3）第3695号（社）全日本不動産協会
■（社）近畿圏不動産流通機構（財）住宅保証機構 登録番号第21016899号
■建設業の許可 奈良県知事許可（般-26）第14711号〒639-0236 奈良県香芝市磯壁6丁目607-1　TEL:0745-71-5858　FAX:0745-77-5363 www.webleading.co.jp

ウエブリーディング
営業時間：AM10:00～PM5:00

0120-56-5536
【お問い合せは】

全区画敷地面積60坪以上
全区画2台駐車可能

省エネ
住宅ポイント
対応住宅！

家族の夢が広がる

FREE
PLAN
自由設計対応

販売
価格3,194万円～（消費税別）

PART
2

「良い家すぎてごめんなさい。」で
おなじみのウエブリーディングが催す
『楽しすぎてごめんな祭』の第二弾。

ヨーヨー
つり

フランク
フルト

かき氷

焼き
そば

9/20
（日）

11：00・14：00の

スーパーボールすくい

ポップコーン

●●水●●●水●

ガラガラ抽選会

9/19
（土）

10：00～16：00

9/27
（日）

9/26
（土）

連日
開催 ふわふわ

開催

2日間
限定 は

9/21
（月）

11：00～16：00

ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会

はは

★1等→3コ
★2等→2コ
★3等→1コ

お好きなもの
から選べる!!

もれなく賞品が当たる!
登録番号　展示　京都市登録第070130号
登録年月日　平成24年6月18日
有効期限　平成29年6月17日
取扱責任者　萩原　浩



写真では伝わりきらない空気感や質感を 　 　現地モデルハウスにてご体感下さい。

+ボックスガレージ2台 +完全プライベートパティオ
□敷地面積：200.01㎡（60.50坪）
□延床面積：177.69㎡（53.74坪）

□1F床面積：105.68㎡
□2F床面積：72.01㎡13号地 5LDK

パティオを囲む、広々ワンフロア空間に＋α！
たくさんのこだわりを注ぎ込んだおうち。

土間を通じて靴を履いたまま欧風生活。
小洒落たカフェのような憧れのテラスハウス。

+土間動線 +インナーテラス +外部テラス
□敷地面積：200.09㎡（60.52坪）
□延床面積：120.06㎡（36.31坪）

□1F床面積：74.52㎡
□2F床面積：45.54㎡10号地 号地 4LDK

1F

2F
1F 2F 3F

キッチンからそのままお料理も出せるカウンターは、
まるで小洒落たカフェのようです。

Inner Terrace

写真では伝わりきらない空気感や質感を
ヨーロピアンテイストのオシャレな外観。外部テラスは休日のバーベキューに最適で、
しかも布団等を干すスペースとしても活用できます。

Exterior
玄関から靴を履いたまま移動できる土間動線。
お客様をお招きしてお茶したり、アトリエなどの
趣味のスペースとしても活用できます。アウトド
ア派の家族にもおすすめです。

DOMA土間動線

キッチンサイドにダイ
ニングテーブルを置
ける設計で家事動線
に最大限配慮。

ダイニング上部の吹抜は
採光だけでなく家族のコ
ミュニケーションアップに
もつながります。

ダイニングキッチン

まるで平屋を彷彿させる外観はワイド
な間口で高級邸宅を演出。飽きのこな
いツートンのシンプルなデザイン。

収納等の機能性とデ
ザイン性を両立した
広々とした洗面室。

Exterior

オープンなJ-room（和室）と隣接したLDKは、お洒落な
アイランドキッチンと上部の吹き抜けが、心地よい開放
感をもたらしてくれます。

オープンなJ-room（和室）と隣接したLDKは、お洒落な
アイランドキッチンと上部の吹き抜けが、心地よい開放
感をもたらしてくれます。

LDK+Void+J-room
南からの明るい光をふんだんに取り入れる
吹抜のあるLDKはJ-room（和室）と一体
化すれば、約21帖の広々空間に！ また、隣
接するインナーテラスを合わせれば約26
帖もの大空間！ ゆとりを思う存分満喫でき
る家族の癒し空間です。

LDK+Void

Void

2Fの中心にレイアウトしたパティオは、
ホール、LDK、主寝室からも眺められ、
家族の憩いの場となるでしょう。

キッチンからデザイン性の
高い間仕切り格子を通して
見渡せるので小さなお子様
を遊ばせたり寝かしたりす
るスペースとして最適。

センターパティオを眺める事はもちろん行き
来もできる主寝室はカーペット敷でまさにホ
テルライク。

ベビーカーや三輪車、
ガーデニング用品など
も収納できます。

Shoes Cloak

広々とした快適なワンフロアの暮らし

完全注文住宅仕様

MODEL
HOUSE

バルコニーのある主寝室には、大容量の
ウォークインクローゼットを設けました。

Walk in Closet

お子様が小さいときは一
つの大部屋として、大き
くなったらそれぞれ個室
として、家族のライフス
テージに合わせて間取り
を変更することができる
子供部屋です。 

Kids Room

パティオを眺められる主寝室には、大容量
のウォークインクローゼットを設けました。

Walk in Closet
玄関にはゴルフバッグやベビーカー等も収納
できる大容量シューズクロークを設けました。

Shoes Cloak

MODEL
HOUSE

樹脂サッシ 第一種換気標準
仕様

遊び心いっぱいの土間のある暮らし

ひと足早く本紙に
てお披露目。

ひと足早く本紙に
てお披露目。この2邸

1

6

1

2 3

1

雨風から愛車を守るインナー
バルコニー（2台駐車）はまさ
にパパの憧れ。

Sanitary6Inner Garage5

Master Bed RoomJ-room3 4

5 6

4

3

5

44

2

5

6

1

2

4

3

Patio
完全プライベートパティオ

2

土間を通じて靴を履いたまま欧風生活。

本紙にてお披露目
。

開催のモデルハ
ウスは、

もれなく賞品
が当たる

9/27
（日）9/26

（土） （日）（土）（土）

開催のモデルハ
ウスは、

開催のモデルハ
ウスは、ガラガラ抽選会

が当たる
9/262日間

限定
もれなく賞品

が当たる

ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会ガラガラ抽選会


