
今年のあなたは『 づくりをする人』になる家
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家づくりのために

土地探しから始めよう

と思っている方に

マンションと新築

どちらにしようか

とお考えの方に

お子様が小学校入学前

にご自宅建築を考えて

いる方に

４/29 金 祝 ４/30 土 5/1 日

5/2 月

お嬢様ご夫婦との

二世帯での建替えを

お考えの方に

実家の敷地で新築を

お考えの方に

5/3 5/4 5/5 5/6 金火 祝 水 祝 木 祝

平屋暮らしをお考え

の方に

郊外から中央区の

マンションへの住み

替えをお考えの方に

5/7 土 5/8 日

お子様３人の楽しい

家づくりをお考えの

方に

ご夫妻これからの暮ら

しのために、建て替え

をお考えの方に

「３びきのこぶた」の

家づくりをお考え

の方に

街なかコートハウス。

３本の小路（動線）が機能的な家です。

中央区ならではの、間口が狭く奥行の長い形状、

高低差もある敷地の特性を活かしたプランニング

の工夫をご覧ください。

『Conserve House』
ハウス

中央区上大川前通2-9

コンサーヴ

防災の備え、

モデルハウスで

ご覧いただけます。

日替わりの紅茶

ご試飲できます。

4月29日 ～5月8日 AM10:30～PM5:00

家づくり相談会！

金 祝 日

日替わり

：カヤノ 上大川前モデルハウス（中央区上大川前通2-9）

レッドウッドの

ウッドデッキ

施工例ご覧いただけます。

お見積やメンテナンスの

ご相談も受付中。

マンションフルリノベーション モデルルーム

カヤノ 上大川前モデルハウス

ご計画のない方もお気軽にご来場ください。
ゴールデンウィーク期間中はご予約無しでもモデルハウス・マンションのモデルルーム

をご見学いただけます。

家づくり相談会にご参加希望の方は、
ご希望の日時をお申込みください。

Tel. 025-210-2111

中央区川端町3-15-1コープ野村川端町Ａ棟

築39年のマンションをフルリノベーション

しました。３LDK⇒１LDK で暮らし方が

変わりました。収納や動線の工夫、専用庭の

楽しみ方をご覧ください。

会場①

※2022年7月末までに
新築のご契約をいただいた方対象

アメリカ西海岸、カリフォルニアの
肥沃な大地にのみ自生するレッドウッド
は「神の木」とも呼ばれます。耐久性や
腐食に対する抵抗力が高く、デッキや
フェンス材、外壁材にも使われます。

スペシャルプレゼント！

オークヴィレッジのダイニングテーブル
（Swallowデスク）とダイニングチェア
（Swallowチェア）４脚 定価 624,800円

お好きな紅茶のティーバッグ
ご来場いただいた皆さまに

プレゼント

ご来場プレゼント！

：コープ野村川端町A棟 モデルルーム（中央区川端町3-15-1）

会場②

会場①

会場②

増改築・リフォームを

お考えの方も

オークヴィレッジ
ダイニングテーブル

セット



創業大正10年の

そば屋がのど越しに徹底してこだ

わりました。つなぎに海藻の布海

苔を使う新潟伝統のそばです。

おいしいもの

ラベンダー クレマチスカーネーション あじさい

【赤/ピンク】

母の日といったら、
カーネーション！
次々と花を咲かせ
ます。

育てやすく、長く
花を楽しんでいた
だけます。

⑨ ¥5,500（税込）

⑩¥11,000（税込）⑤¥3,080（税込）

風にそよぐ香りが
素敵なラベンダー。
新潟でも地植え
できます。
多年草。

⑧¥5,500（税込）

【色と品種は
おまかせください】

和名は「鉄線花」
青空に映える
上品なお花です。

⑥¥3,080（税込） ⑦¥4,400（税込）

ボリュームがあり地植
えもできるあじさい。
毎年人気です！

【青系/ピンク系】

（2本立ち）【品種はおまかせください】

カーネーションをメインにしたキュートなアレンジメント。
お母さまへの愛と感謝の気持ちを詰め込んで。

④¥3,850（税込）③¥5,500（税込）

花苗バスケット

新潟県内 1,650円(税込)

県外 1,870円(税込)

本州以外 2,200円(税込)

送料

母の日のお届け期間は、５/５（木）～８（日）です。
お届け日時のご指定はできません。ご了承ください。

発送ご予約締切

５/３(火・祝)

（3本立ち）

ガーデニング好きなお母さまにおすすめ。
苗の種類はおまかせください。

Kayano1921AM10:30～PM6:30Tel.025-210-2111 火曜定休

カヤノは1921年創業。今年101年目がスタートしたことにちなみ、

全国の 100年企業のお菓子 大集合！

①¥5,500（税込） ②¥3,850（税込）

カーネーションアレンジメント

母の日フラワーギフト

ありがとうの気持ちを贈ろう

写真は④¥3,850のものです。

ミニ胡蝶蘭

￥5,500の方に
はアジサイが
入ります。

５/３(火・祝）は営業いたします。

苺とプレーンのバウムクーヘン

果樹園のみかんジュレ

ペッティ・ロッソ 2017（赤）
カンピ・ディ・フォンテレンツァ
Campi di Fonterenza

¥3,630（税込）
葡萄品種：サンジョベーゼ
イタリア／トスカーナ

ミラノ出身のマルゲ
リータ、フランチェ
スカ・パドヴァーニ
姉妹が造る赤ワイ
ンです。

¥1,291（税込）
¥1,747

（税込）

¥570（税込）

95ｇ箱

90ｇ×4個箱

「採れたて卵」に沖縄のサトウキビ由来の

砂糖も一部使用し、ほんのり甘酸っぱい

ピンクの苺生地とプレーンの生地が層を

なす見た目もかわいい華やかなバウム

クーヘンです。直径約13cm・高さ約3.5cm

早和果樹園の、「有田みかんその

ままの味わいを届けたい」という

想いのもと、ストレート果汁を

70％も使用し、みかんの味わいを

極限まで引き出したジュレです。

うにとバターをブレンド。ごはんやトーストに

のせて食べたり、パスタに加えたり、ご家庭

の料理を贅沢にアレンジすることができます。

うに・バターに加え、隠し味に魚醤パウダー

が入っています。

うにバター
ワインでもおなじみの、イタリア・ラツィオ州のヴィトル

キアーノ修道院で造られるオリーブオイル。南イタリア

らしい完熟したオリーブの風味、コクがあり、まろやか。

モナステーロ・ディ・
ヴィトルキアーノ
エクストラ・ヴァージ
ン・オリーブオイル

造り手：モナステーロ・ディ・ヴィトルキアーノ
品種：レッチーノ、フラントイオ、ペンドリーノ、マウリーノ

¥3,672（税込）
500ml

お出掛けに

エシカルで被り心地が
良いセーラーハット

表地には奈良の間伐材で織っ

た生地「結糸」と、オーガニック

コットンの混紡生地を使用。

無染色でシンプルな色と

形で、洋服とも合わせやす

いセーラーハットです。

つばの上げ下げでスタイル自在。¥5,940（税込）
ニット ワンストラップシューズ
ニット レースアップシューズ
レースアップシューズ 各

¥14,080
（税込）

¥266（税込）
一口五家宝

ワタトー/東京都

きなこと水飴を

混ぜたものを

細長くのばした

伝統のお菓子。

中にはもち米を

蒸して作った

おこしが入って

いて食感が楽し

めます。

¥670（税込）
純国産へぎそば（乾麺）

¥216（税込）
みかぽん

甘さたっぷりの

高知県産

うんしゅうみかん

果汁と、フルー

ティな高知県産

ぽんかん果汁を

ミックスした、

純国産の果汁

入り飲料です。

200mlカップ
高知アイス

/高知県

新潟市中央区上大川前通2-11-1

新潟店

¥734（税込）みどりのラー油
小千谷市の特産品変わり唐辛子

「かぐら南蛮」から色と辛みを取り出し

た、みどり色のラー油。少し遅れてくる

辛みが素材の良さを引き立てます。

45g

母の日ギフト特集！
お母さまへのプレゼ
ントはこれで決まり

以前より幅が広くソールも軽くなり、より履きやす

くなりました。色も春らしいピンクや、パープルな

どあります。

わたや/新潟県


