広

告

企画・制作=日本経済新聞社
Ｎブランドスタジオ

企画・制作=日本経済新聞社
Ｎブランドスタジオ

アンケートにお答えいただいた方の中から 抽選で10名様 に

Amazon ギフト券

広

告

を差し上げます。
円分
,
3 000
（賞品は広告主提供）

アンケートの応募は 日 経 アド ネット
コチラから ≫
https://adnet.nikkei.co.jp/e/mb2022/ ▶
〈企業名〉

メッセージ

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー
国土交通大臣
（4）
第7259号（一社）不動産協会会員
（一社）
不動産流通経営協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://www.31sumai.com

〈ブランド名〉

〈企業名〉

〈企業名〉

メッセージ

〒100-8189 東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ
国土交通大臣免許（15）第４０８号
（一社）不動産協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

http://www.mecsumai.com

〈ブランド名〉

〒103-8285 東京都中央区八重洲1-4-16
国土交通大臣（16）第6号（一社）不動産協会会員
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://brillia.com/

〈ブランド名〉

建物の提供だけでなく、東京建物グループのさま
ざまなサービスを通して、みなさまの価値あるライ
フスタイルの実現をお手伝いします。
マンションの企画・開発・販売・管理・仲介・リノベー

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR
https://www.nskre.co.jp
国土交通大臣
（4）
第6908号
（一社）
不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://sumai.nskre.co.jp

〈ブランド名〉

を受け継いでいます。お客さまのニーズに応え、その

https://www.proud-web.jp

立地の魅力を最大限に引き出し、その土地にしかつくる
ザ・パークハウスに住むことは、一生ものに住むこと。

〈企業名〉

メッセージ

〒151-8506 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13 千駄ヶ谷第21大京ビル
国土交通大臣(14)第792号
（一社）不動産協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://lions-mansion.jp/

〈ブランド名〉

を Brillia は共に考え、共につくっていきます。

日鉄興和不動産は、
「 人と向き合い、街をつくる。」
を企業理念とし、ビル事業と住宅事業を両輪とするバ
ランスの取れた事業ポートフォリオを持つ総合デベ
ロッパーです。
『LIVIO（リビオ）』は「人生をデザインしよう、リビ
オと。」をコンセプトに、お客さま一人ひとりの人生を
豊かにするために考え続けるマンションブランドで
す。首都圏・近畿圏を中心に全国で年間約１７００戸
の分譲マンションを供給し、幅広いニーズに寄り添っ
た住まいを提供しています。

国土交通大臣（14）第1370号
（一社）
不動産協会会員（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟
本社 〒163-0566 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

〈ブランド名〉

ます。

ビスにかかわるすべての方々に、洗練と安心の住まい

メッセージ

の街づくりで培ってきた安心・安全へのこだわりの思想

ことのできない、
「暮らしの品質」をご提供します。

1968 年に「ライオンズマンション」が誕生して以来、
私たち大京は、38 万戸を超える住まいを分譲してまい
りました。お客さまの安全・安心・快適性を第一に、環境
配慮、脱炭素化、地域共生に力を入れた開発に取り組
んでいます。これまで培ってきた経験と技術を生かし、
業界を先導する取り組みとして、開発するマンションは、
原則「ZEH-M Oriented」の基準を満たすものとし、駐
車区画 EV 対応を進めるなど、サステナブルな社会の
実現に貢献していきます。ライオンズマンションは、環
境性能ナンバーワンを目指すとともに、常に一歩先を
考え、洗練された住まいを提案してまいります。

〈企業名〉

メッセージ

〈企業名〉

https://www.itochu-sumai.com

〈ブランド名〉

（クレヴィア）」が誕生したのは 2007 年。その背景に
はこれまでの住まいづくりの歩みのなかで培ってきた
経験と実 績が あります。
「CREVIA」に込めた想 い
は、住 まう方々が自分らしく、創造性ゆたかに「人生
を楽しむ住まい」を創ること。そして、日々の充足感

本社 〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
https://www.sankeibldg.co.jp
国土交通大臣
（9）第3471号（一社）
不動産協会
（一社）
日本ビルヂング協会連合会（一社）
日本経済団体連合会

https://www.lefond.jp

〈ブランド名〉

〈企業名〉

メッセージ

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル11階
国土交通大臣（15）第395号（一社）不動産協会会員
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟（一社）
不動産流通経営協会会員

https://geo.8984.jp/

〈ブランド名〉

が永く続くよう「安心して暮らせる住まい」を創ること。
「CREVIA」は、求められる価値の「創造」にこだ わり
続 け、住まう方 々に豊 か な 暮らしへ の「道」を 切り

〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル
国土交通大臣（16）第125号
（一社）
不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員

https://www.chuo-nittochi.co.jp

〈ブランド名〉

〈企業名〉

総 合 不 動 産 会 社として 60 年 以 上 の 歴 史を持 つ
中 央 日本土 地 建 物 が 提 供して い る住 宅ブランドが
「BAUS（バウス）」です。
い つまでも心 地よく暮らすことのできる、多 様 な
住 空 間を。安らぎや快 適さを提 供する、洗 練された
機 能を。住 む 人だけでなく地 域にも愛され、心から
豊かさを感じる場所を。そして、いつまでも色あせる
ことなく、す べ て の ライフステ ー ジに 感 動 を 届 け、
その価値と魅力を高めていきます。
住 む 人 のこころに寄り添 い 続 ける、
「感 動 が 育 つ
住まい」を、
「 BAUS」は追求し続けます。

メッセージ

〈企業名〉

国土交通大臣（14）第982号
（一社）不動産協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
〒560-8543 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号

https://homes.panasonic.com

〈ブランド名〉

東京都港区芝5-34-6 新田町ビル 〒108-8416
国土交通大臣免許（12）第2361号（一社）不動産協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://www.cigr.co.jp
〈ブランド名〉

〈企業名〉

メッセージ
国土交通大臣（1６）第189号
（一社）
不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟
〒100-8601 東京都千代田区大手町2-3-2
大手町プレイスイーストタワー

www.classy-club.com

〈ブランド名〉

民間分譲マンションの先駆けとして、マンション分譲事業を
開始して 55 年超。用地取得から商品企画、販売、アフター
サービスのフォローまで一貫体制で担当者が一つひとつ丁
寧に「一邸に尽くす」という想いを込めてマンションを創り上
げております。
「CLASSY HOUSE」のコンセプトは「機能と美の融合」。
「機能」とは時代を越えて変わらない普遍的な価値。単なる使
いやすさを越え、ゆっくりと熟成し、住まうご家族の歴史を紡
いでいく住まい。
「美」もまた多様な方々の住まい方に調和し
心と体になじんでいくものです。
「CLASSY HOUSE」は住まいに「品位」
「品格」を求め、
これからも人と住まいの豊かな関係を作り上げてまいります。

パナソニック ホームズの分譲マンション「パーク
ナード」
。
ブランド名は、
「パーク
（公園）
」
と
「プロムナード
（ 散 策 や 小 路 ）」を 融 合した 造 語 で 、公 園 のような
の びや か な 広 がりと、小 路 が 醸し出 す自 分 だけ の
くつろぎの空間、時間を表現しています。
また、言葉の
持つ心地よい響きに加え、社名の｢Ｐａ｣｢Ｎａ｣を内包。
パナソニック グループの住生活企業として培って
きたテクノロジーの粋を住まいに結集し､お客さまに
とってかけがえのない豊かで上質な日常の価値と､
これからの 時 代 に ふ さ わしい ス マ ート な 暮らしを
お届けしています。

〈企業名〉

当社の Mission（存在意義）
：Next GOOD
お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、
一歩先の価値を。
コスモスイニシアは、マンションデベロッパーとして
培ってきた実 績と経 験を生かして、時 代 の ニ ーズを
先取りしたマンションを供給してまいりました。
私たちが目指すのは、どんな生活空間がお客さまに
とってより快適なのか、一歩先を想像し形にすること。
「INITIA」は、お客さまのことを心底考え抜くことで、
お客さまが嬉しいと感じる日々・暮らしをはぐくむ住まい
を提供します。また、一歩先の未来を見据えた発想で、
社会を少し先に進めるような、そんな価値を提供します。

メッセージ

メッセージ

国土交通大臣免許（10）第3284号
（公社）東京都宅地建物取引業協会（公社）全国宅地建物取引業保証協会
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟（一社）全国住宅産業協会会員
〒1710022 東京都豊島区南池袋二丁目25番5号 藤久ビル東5号館

https://www.presis.com

〈ブランド名〉

“ ちょうど い い ” が きっと 見 つ か る

〈企業名〉

https://www.fjnext.com
〈ブランド名〉

メッセージ

https://www.sohgohreal.co.jp

〈企業名〉

メッセージ

〒100-6314 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング14階
国土交通大臣免許
（5）
第5998号（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟
（一社）
全国住宅産業協会会員（一社）
不動産協会会員

http://www.morimoto-real.co.jp

〈ブランド名〉

〈企業名〉

〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル5階
国土交通大臣
（6）
第5600号
（一社）
全国住宅産業協会会員
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟

以来 ルネ ブランドを軸に、約７２，
０００戸超の住宅
を供給してまいりました。１つひとつが、
「カスタマー
ファースト」と「クラフトマンシップ」を理念に、お客さまの

えた今、この想いをさらに推進してまいります。 ルネ
は、私たちが開発するレジデンスの基幹ブランドとして
生き続けます。

大切な資産となる住まい。時が経つほどに優化し、やが
てその街を彩る社会資本となる。即ちヴィンテージとなり
得る可能性を創造する。
「DIANA」
「PIAS」
「ARTBLANC」。
モリモトの全ブランドに共通する基本志向です。
わたしたちは「土地を創る」ことに執着します。駅へ
の距離、生活利便性や近隣環境など、住み心地は勿論、大
切な資産としてのポテンシャルを探りながら、街の財産
となるに相応しい土地の発見に執着します。
そして「上質な住まい創り」に執着します。風格、品格
をもつデザインを施し、快適で高機能なプランにこだわ
ります。それは住まう方の誇りとなり、行き交う人々の
憧憬となる集合住宅を築きます。

メッセージ

を目指したルネサンスに由来します。1977 年の創業

です。
「街と暮らしと未来のために」、創業 45 周年を迎

国土交通大臣（16）第45号
（一社）
不動産協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ

https://sumai.tokyu-land.co.jp

〈ブランド名〉

https://www.haseko-hfd.co.jp

〈ブランド名〉

2006年のブランド創設以来、数々の先進技術を採用
しながら、安全·安心·快適で人々に豊かさをお届けする
生活舞台をご提案してまいりました。
「ブランシエラ」
で
は立地選定からデザイン、施工品質、防災、お引渡し後
の管理に至るまで最先端のクオリティーを追求してい
ます。
これからも、長谷工グループ一貫のワンチーム体
制で
「人生を輝かせるエネルギー」
となるような住まい
づくりと、マンションの新たな可能性を広げるブランド
を目指してまいります。

実現のために新たな発想や仕組みを取り入れた 環境先進
マンション を提供していきます。一番長く使う住宅こそ、
一番地球にやさしいものにしたい、
という想いのもと環境
にも人にも 優しいウェルビーイング な 日々 を未来へ
つなぐ "GREEN LIFE STYLE"を「BRANZ」は実現します。

メッセージ
あすも、美しく。

〒150-8511 東京都渋谷区南平台町5番6号
国土交通大臣免許（12）第2621号
（一社）不動産協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://www.109sumai.com/

〈ブランド名〉

●環境先進マンション
「BRANZ」
を支える3つの価値
DESIGN
QUALITY
SUPPORT
〈企業名〉

グリーンを追求するデザイン
持続可能な未来品質
人生のパートナーとなるサポート

メッセージ

〒101-0021 東京都千代田区外神田4 -14 -1 秋葉原ＵＤＸ
国土交通大臣（5）第5856号（一社）不動産協会会員
（一社）
不動産流通経営協会会員（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://wellith.jp/top/

〈ブランド名〉

〈企業名〉

NTT 都市開発は、NTTグループの総合不動産会社です。
「今」という時と、
「未来」という時をウエリスでつなぐ。
「今」の暮らしを幸福にする。
そして「未来」への期待を現実にする。
今も、未来も、心地いい住まいを提供するために、
ウエリスというブランドは生まれました。
私たちは建物のクオリティはもちろん、
ＮＴＴグループが培ってきたインフラストラクチャーの
ノウハウを最大限に活かして、街の未来に至るまで
思考を重ねていきます。

─ 愛され続ける場所になる ─
〒102-8112 東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号
国土交通大臣
（16）
第245号
（一社）
不動産協会会員（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://www.daiwahouse.co.jp

〈ブランド名〉

住まう方や地域の方々に永く愛され続ける場所と
なるために。愛着を深めながらいつまでも住み継い
でいただく住まいとなるために。ひとりひとりにとって
かけがえのないプレミアムな場所となるために。
「PREMIST」は住まう方のさまざまな想いにお応え
するダイワハウスのマンションブランドです。

〈企業名〉

株式会社タカラレーベン
東証プライム上場 国土交通大臣
（5）
第5924号 東京都知事許可
（特-2）
第37608号
（一社）
不動産協会会員（一社）
全国住宅産業協会会員（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング16階

https://www.leben-style.jp/

〈ブランド名〉

〈企業名〉

メッセージ
「ライフスタイルに、新常識を。」
いつの時代も、新しい常識が人々のライフスタイル
をより良い方向へと導いてきました。
1972年にちいさな工務店としてスタートしたタカラ
レーベンは、総合不動産事業を通じて、あらゆる領域で
理想の暮らしを実現するために邁進してきました。
人や
街、そして社会の変化をまっすぐに見つめ、昨日とは違
う選択肢を生み出してきました。
2022年、
タカラレーベングループは創業50年を迎
えます。
どこにもなかったもの、誰もやったことのないサ
ムシング。そのすべてが、いつか新しい常識になる日
まで私たちは共に挑戦を続けてまいります。

メッセージ

こころ躍る、上質。
〒101-8101 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング5階
国土交通大臣
（６）
第5344号
（一社）
不動産協会会員（一社）
不動産流通経営協会会員
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会

https://www.afr-web.co.jp
〈ブランド名〉

〈企業名〉

〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル
国土交通大臣（８）第4118号
（一社）不動産協会（一社）不動産流通経営協会
（公社）首都圏不動産公正取引協議会

https://www.meiwajisyo.co.jp

〈ブランド名〉

洗足田園都市や田園調布の先駆的な住宅地にはじ
まり、東急多摩田園都市の壮大な開発へ。私たちが
100年以上にわたり目指してきたのは、住まいがいつ
までも人生に寄り添うものであり続けられる存在であ
ること。それは、沿線の街とそこでの暮らしをつくってき
た東急株式会社の変わることのない想い。その想い
が、分譲マンションブランド
「ドレッセ」
に込められており
ます。暮らしのさまざまなシーンを便利に快適にする
サービスとともに、人生を美しく描き続ける住まいづく
りにこれからも取り組んでいきます。

〈企業名〉

メッセージ

〈企業名〉

メッセージ

東急リバブル株式会社
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5 渋谷スクエアA 7F
国土交通大臣
（12）
第2611号（一社）
不動産協会会員
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟（一社）
不動産流通経営協会会員

https://www.livable.co.jp/kounyu/lgente/

〈ブランド名〉

〈企業名〉

メッセージ

人に、街に、時を超える価値を。
分譲マンションブランド「グランスイート」
国土交通大臣（9）第3409号（一社）不動産協会会員（一社）不動産流通経営協会会員
（公社）
首都圏不動産公正取引協議会加盟（一社）第二種金融商品取引業協会会員
（一社）不動産特定共同事業者協議会会員
〒108-0014 東京都港区芝5丁目20番6号

https://www.mred.co.jp/

〈ブランド名〉

明確な個性で現代に問う。高品質・高品位ブランド
「グランスイート」。時代とともに刻々と移り変わる
ライフスタイル。流行の先端を行くセンス、先進の
機 能やアメニティ。時 間を越え、住まう人と街に融
け こ む デ ザ イ ン。現 代 の「住 ま い」に 求 めら れ る
ファクターは実に多彩です。丸紅の住まい「グラン
スイート」は時 代とライフスタイルを見つめ、多 様
化するお客 様 の ニ ーズに柔 軟に応え、お客 様 のマ
ンションライフを高いクオリティで実現します。

都市を着こなす住まい
都市で働き、都市を楽しみ、都市を使いこなす「都市を
愛するすべての人」へ。家族構成やライフスタイルが変
われば、住まいに対するニーズも変化するもの。東急リ
バブルが 2005 年からお届けしている都市型レジデンス
「L GENTE（ルジェンテ）」では、様々なニーズに柔軟に
対応できる住まいを提供するために「多彩な価値」を持
つ住まいづくりを心がけています。製販一貫体制だから
こそ、お客様の一生を通じて、活かし使いこなせる生活価
値を目指して。住まいを拠点として、人生の可能性が広
がる暮らし「ライフスタイルレジデンス」をお届けします。

本社 〒220-004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 相鉄本社ビル
国土交通大臣（3）第7949号（一社）不動産協会会員
（一社）再開発コーディネーター協会会員（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

https://www.sotetsufudosan.co.jp/

〈ブランド名〉

100 年を超える街づくりを行ってきた相鉄の住宅ブ
ランドが「GRACIA（グレーシア）」です。
相鉄グループは 1917 年創立の電鉄系グループで、
横浜駅西口の開発を一から進め、大規模商業施設や飲
食店街を誕生させました。その後も時代に合わせた街
づくりを推進し、横浜の街を作りあげてきました。
住宅開発は 1948 年以降、緑園都市住宅地など総
開発面積は 500ha 超、東京ドーム 100 個分を超えま
した。豊かな暮らしとコミュニティ形成に寄与し、未来に
つながる街・住まいづくりを追求し続けてまいります。

メッセージ

全国マンション施工実績 No.1 グループ
長谷工不動産「ブランシエラ」

お気に入りを超えていく こだわりがつまった住まい
〈ブランド名〉

「お祭り」
「特別な催し」
を意味するその言葉は、
ガー
ラマンションでの住生活が明るく楽しいものになってほ
しいという私たちの願いが込められています。

〈企業名〉

「BRANZ」は、持続可能な心地よい暮らしと環境貢献

ガーラマンションシリーズ

ルネシリーズの名は、人間性の尊重と新文化の創造
〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル4階
国土交通大臣（4）第6814号
（一社）不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

メッセージ

「GALA」
ブランドに込められた想い。

FJネクストは、
コーポレートスローガンに
「Life with
a dream」
を掲げ、
ガーラマンションを通じて皆さまが
描く夢の実現をこれからもサポートしてまいります。

ちょうどいい という贅沢が育む、快適な毎日。
手を伸ばせばそこにある幸せ、それが私たちの願い
です。

〈企業名〉

阪急阪神不動産のマンションブランド＜ジオ＞。
阪急阪神ホールディングスグループは100 年以上
にわたり街づくりに携わり、街と人と共に発展して
きました。
私たちはその街づくりの DNA を継承し、
「品と質。
その、頂へ。」という言葉の下、 品格 を備えた住宅
であること、 質 の高い住宅であること、そしても
ちろんのこと安心・安全という 品質 を有する住宅
であることを追求しています。
＜ジオ＞は、住む人の想いに寄り添い、末永く愛
される街づくり住まいづくりを目指しています。

メッセージ
株式会社ＦＪネクスト
本社：〒163-1311 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー
国土交通大臣
（１）
第9976号
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全日本不動産協会会員

プレシスからの新提案
マンション選びに「コストバランス（コスバ）」という
考え方を。
もっと衣食住にバランスよくお金をつかえたら、きっと
毎日の生活は豊かになります。
プレシスの 住まい は、
「 安 全」
「安 心」を土 台に長く
快適に住める品質と価格のバランスが無理なく調和
できたマンションづくりを目指しています。

サンケイビルの分譲マンションブランド「ルフォン」。
フランス語で「本質」を意味し、
「住むよろこびを、ずっ
と。」という思いが込められています。立地選定にこだ
わり、時代や流行に左右されない価値、満足をお届けす
るために、ひとつひとつ丁寧な物件開発に取り組み、皆
さまに愛されるマンションを提供してまいります。
サンケイビルは、フジテレビ、産経新聞など78 社、
４
法人、
３美術館、約１３，
０００名の従業員からなる日本
最大のメディア・コングロマリット「フジサンケイグルー
プ」の基幹企業であり、総合デベロッパーとして、不
動産領域を広く担っています。

メッセージ

拓きます。
〈企業名〉

2002 年に誕生したプラウドは、理想の住まいづ
くりを追 求する上で、守り続けていることがありま
す。野 村 不 動 産グループによる製 造・販 売・管 理 の
一貫体制でお客さまに寄り添い続けるということ。
竣工までの厳格な検査・チェック体制による品質維
持に加えて、竣工後のアフターサービスや入居後の
住まいに関するサポートも野村不動産自らが責任を
持って行っています。住まいの完成も、お客さまの
ご入居もゴールではなく、スタート。日々、挑戦しな
がらたった一つのかけがえのない住まいづくりに取
り組んでいます。

メッセージ

伊藤忠都市開発のマンションブランド「CREVIA
〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11
国土交通大臣（5）第5744号（一社）不動産協会会員
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

〈企業名〉

お客さまの未来を想う。

のサービスに至るまで、私たちは妥協なく追求し続け

ション・インテリアなど、当社グループが提供するサー

〈企業名〉

メッセージ

立地の選定から、建物品質、管理をはじめとした入居後

Brillia は、洗練と安心を理念に、みなさまの暮ら
しに寄り添う、住まいの トータルブランド です。

〈企業名〉

三菱地所レジデンスは、三菱地所が創業以来丸の内

Life-styling×経年優化
〜お客さまの多様なライフステージに応え続け、
時の深まりとともに潤うすまいとくらしづくり〜
三井不動産グループでは、1970 年以降、都市型マン
ションとして、
「パークホームズ」
「パークコート」
「パー
クタワー」
「パークシティ」など、時代に求められる新し
い暮らし方を捉え、多彩なブランドを展開しています。
お客さま一人ひとりに寄り添い、変化し続ける多様な
ライフスタイルに合わせた最適なソリューションと、入
居後 10 年・20 年後も安全・安心で快適なくらしをお
届けするための商品・サービスを提供してまいります。

メッセージ

私たちがつくり続けているもの。それは、上質な都市生
活の豊かさです。私たちの考える上質。それは、ただ重
厚な品格があるだけでなく、最先端の技術と新しい発
想を柔軟に取り入れる上質。地域の誇りにもなってゆく
美しいデザイン。
さまざまなライフスタイルに寄り添い
生まれる、快適で洗練された暮らしの提案。そのすべて
で、住む人の期待を超えてゆく。旭化成グループが培っ
てきた技術力と、ヘーベルハウスの住み心地への追求
から生まれるアトラスがこころ躍る上質な日々をお届
けします。旭化成の都市型住宅マンション
「アトラス」

メッセージ
明和地所の分譲マンションCLIO（クリオ）
には、かけが
えのない時間と笑顔が満ちる豊かな暮らしを共創し、
何年経っても色あせることのない価値ある住まいを
お届けするという想いが込められています。
私たちは、これまで培ってきた35年の経験と実績を
もとに
「住まい ここち のよい空間」
と
「安心・安全」を
追求し、本質的な価値を有する上質な住まいづくりを
推進しています。
「ここに住んでよかった」すべてはその一言のために、
想いに寄り添う住まいのパートナーでありたいと願っ
ています。

アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選 で10 名様に Amazon ギフト券

3,000円分を差し上げます

（賞品は広告主提供）

ア ンケ ートにお 答 えくだ さい

Q1｜あなたが知っている企業はどれですか。
Q２｜あなたが知っているブランドはどれですか。
それを取り扱う企業で
Q３｜各ブランドについて、
あなたが知っている組み合わせをお選びください。

Q４｜以下のそれぞれのイメージにあてはまるブランドを
すべてお選びください。
Ⅰ：安心感がある Ⅱ：高級感がある Ⅲ：一流である
Ⅳ：親しみがある Ⅴ：信頼性がある Ⅵ：洗練されている
Ⅶ：センスが良い Ⅷ：個性がある
Ⅸ：技術力がある
Ⅹ：伝統がある

アンケートの 応 募は 日経アドネット で
応募方法
https://adnet.nikkei.co.jp/e/mb2022/または

日経アドネット

Q５｜あなたが住んでみたいと思うブランドはどれですか。
あなたは今後2、3年以内に住宅を購入する予定が
ありますか。あてはまるものをお選びください。

Q6｜

1. すでに具体的に計画があり、物件選びなどを進めている。
2. 時期については具体的な計画はないが、購入（買い替え）
しようと思っている。
3. 具体的な計画はないが、住宅の購入には関心がある。
4. 具体的な計画もなく、関心もない。

あなたがマンションブランドに対して知りたいと思う
情報はどのようなものですか。
何でも構いませんので、ご自由にご記入ください。

Q7｜

https://adnet.nikkei.co.jp/e/mb2022/
締め切り

にアクセスしていただき、

「マンションブランドアンケート2022」で必要事項を記入の上ご応募ください。

6月 30日（木）
2022年

発表

賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※ご記入いただいた個人情報は、本アンケートの賞品発送以外には使用い
たしません。
また、
ご回答いただいたアンケートは、個人が特定できないよう
統計的に処理をし、マーケティング資料として協賛企業に提供いたします。

