






























ご予約・資料請求のお問い合わせ TEL .058-322-3030

5 月内覧会｜ 5.16(土 )~17(日 ),  5.23(土 )~24(日 )

一般向け特別内覧会  ｜ 2020.5.9(土 ) ～5.10(日 )

5.9 (土 )・10 (日 )

オリジナル
ブーケづくり

完全予約制

完全予約制

究極のリゾートを特別公開
季節の彩り鮮やかな街・岐阜県大野町。

約300坪の敷地の中に創られた、モダンな平屋が繋がるコの字型ゲストハウス。

チェックハウスで家を建てていただいたお客様だけが1年に2回無料で利用できる

チェックハウス流・究極のおもてなし空間がついに誕生。

インテリアコーディネートは、アキチアーキテクツの一級建築士 吉田あい氏に依頼。

新進気鋭の建築家が手掛ける他にはない空間をぜひご堪能ください。

Resor t  E xper ience Vi l l a  ｜ OHNO

チェックハウス・リゾート・エクスペリエンス・ヴィラ 大野
TEL.058-322-3030　Eメール／mail@checkhouse.net　w w w.check house.net
 Presented by    株式会社 チェックハウス

1日

15組
限定

TRUNK (HOTEL)の
デザインディレクションを手がけた
アキチアーキテクツ
一級建築士 吉田あい氏

BE EMOTION
毎日、一生、胸躍る家を建てよう

一般向け特別内覧会

来場プレゼント

5 0組限定



OPEN HOUSE

※お施主様の大切なお住まいをお借りして見学会を開催いたします。その為、写真撮影、SNS等への無断投稿はご遠慮ください。また、会場内を走り回ったり、保護者様と手を繋いでのご見学ができないお子様のご入場はご遠慮頂いております。ご了承くださいませ。
（公社）岐阜県宅地建物取引業協会会員　東海不動産公正取引協議会加盟　岐阜県知事免許（6）第 3759号　建設業許可　岐阜県知事（般 -28）第 14350号　愛知県知事（般 -30）第 079162号　広告有効期限：令和 2年 5月 31日

SR：ショールーム併設

大野本店 揖斐郡大野町黒野 1723-1 TEL.0585-32-4535
豊川店〈SR〉 愛知県豊川市八幡町西赤土 75-38 TEL.0533-56-2127

大垣本社〈SR〉 大垣市中ノ江 2-35-1 TEL.0584-71-6161
北方店〈SR〉 本巣郡北方町高屋白木 2丁目 44-2 TEL.058-322-3030
岐阜店〈SR〉 岐阜市水海道 1丁目 3-6 TEL.058-214-8899

本社・支店

営業時間
10:00～ 17:00
定休日／水曜

大垣ショールームご予約・資料請求
お問い合わせ先 TEL.0584-71-6161株式会社 チェックハウス

スーモ工務店ランキング
岐阜県 5年連続 1位

5.9（土） ～10（日） 
10:00～ 12:00・13:00～ 16:00

5.16（土）  ～17（日）
10:00～ 12:00・13:00～ 16:00

5.9（土） ～10（日） 
10:00～ 17:00

5月の BLIMK見学会
5.16（土）~17（日）
5.23（土）~24（日）

5月の開催期間案内完全予約制

大野町

大野町

北方町高屋白木

■見学会・内覧会に関するご注意
見学会開催につきまして、新型コロナウィルスの感染防止に最大限のご対応をさせていただきます。担当者のマスクの着用を義務化し、入替制による入場と見学時間の制限をさせていただきます。換気や入替時の消毒を
徹底いたします。また体調が明らかに悪いと判断させていただいた方へ、入場をお断りさせていただくことがありますのでご了承いただきますようお願いいたします。また、万が一感染された場合、弊社での責任は負いません。
ご来場の皆様にはご心配をおかけしますが、皆様のご判断の上でご来場いただきますようお願いいたします。また、カタログ等ご用意いたしておりますのでお問い合わせから資料請求ください。

全館空調搭載

全館空調搭載

平　屋

ビルトインガレージ

平　屋

全館空調システム搭載 2018

全館空調システム搭載 2018

採光にこだわったロの字型中庭のある
ラグジュアリーな平屋のお家

リゾートで味わったあの心地よさを
わが家で。一年を通して一定温度。
温度差もない家。

最小限で暮らしを楽しむ家。
それがブリンクです。

岐阜県本巣郡北方町高屋白木3-108-10

モデルハウス見学会
来場プレゼント
50組限定

マスクの着用を義務化 入替制による入場 時間の制限 換気・消毒

MODEL HOUSE ：BLIMK BASIC 詳しくはホームページへ　https://blimk. jp

ブリンク

※モデルハウスの価格ではありません。

1,680万円
本体価格（30坪タイプ）

（税別）～



一緒に頑張っていきましょう。住まいの
相談会開催中！1枠1組、完全予約制
にてご案内いたします。

矢橋林業株式会社
代表取締役社長／矢橋 龍宜

今できる事を前向きにやりましょう！今
の行動が将来につながります。後ろ
向きに転ばず、転ぶ時は前向きに。

株式会社　田中金属製作所
代表取締役／田中和広

皮膚科専門医として最良の医療を提
供いたします。ご来院の際はWEB受
付や現在の状況をご活用ください。

おおがき皮膚科クリニック
院長／澁谷 佳直

建築業界も大変な影響を受けていま
すが、従業員一同この困難に負け
ず、立ち向かって行きます！

有限会社 タナハシ大福建築
代表／棚橋 龍彦

大垣女子短大近くに大垣店オープン。
保険の見直しが増えています。お電話
でもお気軽にご相談ください。　　

保険プラザ
大垣店スタッフ一同

大丈夫。岐阜から地球を笑顔にしよ
う。笑顔からはじめよう。子供達の未来
の為に、命を繋げよう。愛の運想屋。

有限会社 細川産業
代表／細川 進

わんちゃんも飼い主様も安心して暮
らせる日常が戻ってくる事を願ってお
ります。一緒に乗り切っていきましょう！

シャンプー
スタッフ一同

外構御見積はＬＩＮＥやＳＮＳ、メール
等でも相談可能です♪出来る事から
少しずつ。皆で乗り越えましょう！

株式会社シミケン
代表／清水 健司

SEINO HOMEの家づくりはWEBに
て公開中！皆さま方が、日々穏やかに
過ごされますように。

西濃建設株式会社
スタッフ一同

花や緑が芽吹く春、蓄えてきたエネル
ギーいっぱいです。私達も今を耐え、そ
の時には笑顔の花を咲かせましょう♪

暮らしの店コモレビ
オーナー／弓削 英香

高価買取・質預かり！急な出費・困っ
た時など、ご相談下さい。コロナに負
けずに頑張りましょう!

ことぶき質店
代表取締役／松岡 透

目指せ！新車の買いやすさ地域No1！
コロナに負けず、乗り切りましょう！

（有）カープラザアイザキ
スタッフ一同

可能な限りのウイルス対策を施して
営業しております。コロナなんかに負
けません！皆さんも頑張りましょう！

D&C PAD
代表／野口 育夫

早く皆様の笑顔の写真が撮りたいで
す！”コロナに負けないよう「今こそ楽し
く！プロジェクト」も企画中！”

ココロクラフト
店長／咲良 菜実

みんなで今を乗り越えれば、必ず希望
があります。皆様の笑顔や思い出を
カタチにできる日を祈っています！

フォトスタジオチェルシー
スタッフ一同

医療関係、宅配、スーパー、食料品販
売、ライフラインに携わる全ての皆様、
頑張って頂いてありがとうございます！

鳥骨鶏本舗
社長／石原 千照

家で家族と過ごす時間が増えます。
せっかくだから色んな話をして欲しい
です。読書もおすすめです。

ギフトホーム
代表／佐竹 壮夫

安全対策万全で営業しております！
少しでも早いコロナの終息を心より
願っております。

㈱ライズワン
代表取締役／福本 大作

この機会にお片付けや不用品を処分
して、キレイな部屋で元気に過ごそう♪
粗大ゴミの処理ならお任せを！

いっきゅうの遺品整理社
スタッフ一同

お花を飾ることで、心が癒されます。ご
自宅に、贈り物にアルストロメリアを
ぜひご利用ください。

高田園芸
代表／高田 和裕

明るく元気な岐阜を！
私達も皆様の元気の源になれる様
コロナに負けずに頑張ります！

東京インテリア家具 岐阜瑞穂店
店長／吾妻 弘樹

手洗い、消毒、マスク、検温、待合室の
除菌、換気を徹底してます。皆さん負け
ない心で頑張ろう！HPチェックしてね！

養老ベース
スタッフ一同

手洗い・うがいを必ずして乗り切りま
しょう！自粛後の快適なカーライフのサ
ポートはお任せください！

Bana－na
スタッフ／土川 祐平

今は大変な時だと思いますが、コロナ
に負けずに一緒に頑張りましょう！

ブランピュール大垣店
スタッフ一同

コロナに負けずに頑張りましょう！
皆様の健康をお祈りしております。

株式会社AVANTIA
支店長代行／川井 正尚

毎日不安です。でも、数年後に“こん
なことあったなー”と思える日がくると
信じて、今を頑張りましょう。

㈱吉田工務店
デザイナー／吉田 清貴

工事中ご自宅玄関の取手に抗菌
コーティングを無料サービスしていま
す！コロナに負けず一緒に頑張ろう！！

タバタサッシ
スタッフ一同

とっておきの瞬間を写真で残しません
か？プライベート撮影で、リラックスし
ながら最高の笑顔を。

フォトスタジオ en-photo夕鶴衣裳店
プランナー・カメラマン／福田

新型コロナウイルスにより商品を皆
様へ届けることが難しい中、自社EC
サイトにて半額セールを始めました。

株式会社マン・ネン
代表取締役／吉永 路子

皆様が安心してご利用頂けるように、
緊急事態宣言明けからは完全予約
制にてお待ちしております。

レンタル着物andフォトスタジオ 衣舞
スタッフ一同
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コロナに負けない生活習慣…。し
かーし！１番大事なのは心構えと気力
です。勝ちましょう！！

DINING BAR 十三月
代表／井上 修一

子どもたちの学びを止めてはならない！
学校休校の３月より、いち早くオンライ
ン授業に切り替え現在指導中です。

志道館学園
塾学習部代表／美川 圭介

少しでもみなさんの生活に彩りを届け
られるよう、可愛いケーキを作るので
一緒に乗り越えましょう！

ランスダムール アルゴート
オーナー／照井 達也

コロナに負けず、テイクアウトしており
ます！お家にいる方々に美味しい味を
お届け致します。

YellowTomato
スタッフ一同

学校や部活が無くて友達に会えない
けど、再開の日はいつか来る！今を生
きる子ども達へ元気を送りたいです！

朱温塾
塾長／淺野 宏

またグリーンで会えるよう、今は外出
自粛で頑張りましょう。ウェブレッスン
も実施中。

キッズゴルフジャパン 大垣
スクール生の皆さん

大変な時期だけど、自宅でもできる運
動で身体を動かして、また元気にサッ
カーができるよう願っています。

F.C.DIVINE 垂井
代表／小野 晋太郎

今だからこそできる家族の関わりを―
ゆっくりペースで過ごしましょう。ママ
パパ皆さん、本当におつかれ様です。

七田式大垣教室
代表／深草 千秋

家で動画を見ながら忍者修行に励むの
じゃ！次会う時には新しい忍術を伝授す
るので楽しみにしておるのじゃぞ！

忍者ナイン
スタッフ一同

オンライン個別指導も開始します。
各々の学習環境は異なりますが、是
非英語を継続していきましょう！

英会話のトゥ―ラック
代表講師／木崎 秀樹

1日も早い新型コロナウイルス感染
拡大の終息と、皆様のご健康を心よ
りお祈り申し上げます。

ホットヨガラウンジ LooP 
ゼネラルマネージャー／別所 直紀

早く保育園・幼稚園・学校に行きたー
い！早くスポーツをやりたーい！負けるな
コロナに！ガンバロー子供達！

五十嵐スポーツクラブ
代表／五十嵐 幸雄

希望者には温かくておいしい食事を
提供し、子供にやる気を持たせ、確か
な学力を育てたいと思います。

ぺろりん学習塾
塾長／大野上 喜雄

Ｔｏｕｃｈでは、コロナ支援として訪問保
育を実施しています。０～２歳児の預
け先にお困りの方、お問い合わせを。

Touch（株式会社リリフル）
スタッフ一同

子供達が学校に通えない今、不安で
いっぱいだと思います。明海では個別
相談会を実施中です。

明海ゼミナール
各校舎 塾長

コロナを乗り越えたら、絶対に良い未
来がきます。皆さん、力を合わせて乗
り越えましょう。

ベラトール岐阜サッカークラブ
代表／若原 功治

すべての皆様が安心して結婚式を迎
えられるようお手伝いさせていただき
ます。お電話にてお問合せを！

ザ・スイト ハウス
スタッフ一同

今私たちができる事、自分を守り大切
な人を守る。皆様と一緒に乗り越え
ていきましょう。

チャペルカサブランカ
支配人／長澤 知嘉子

予防対策を強化し、お客様の安全を
第一に！また皆様と笑顔でお会いでき
る日を楽しみにしております！

サンタガリシア大聖堂
スタッフ一同

一日でも早く心から「笑って」そして
「大切な人」とのかけがえのない時間
を過ごせますよう願っております！

ゲストハウス モントレゾール
プランナー／久富 麻由

ご自宅にいながらＺＯＯＭを使っての
オンラインで指輪などを見て頂く事も
可能です。

大垣さし源
店長／説田 裕高

テイクアウトメニューでおうちごはんの
応援をさせていただいております。み
んなで乗り越えましょう!!

art+eat atelier feliz
オーナー／柴田 典香

お持ち帰り弁当388円～種類豊富
に揃えています。注文後揚げるので
作りたての美味しさ！ご利用下さい。

喜楽屋
店長／市川 善隆

駐車場でテイクアウトやってます!特別
価格のピッツァ・パスタ500円～サイド
メニュー300円～などお得♪

ピッツェリア マリノ
店舗責任者／大塚 祐司

営業時間を短縮して営業しておりま
す！少しでも早い終息を心から願って
おります！

横井製作所
オーナー／横井 雅範

「明けない夜はない」「止まない雨は
ない」
コロナに負けるな！

いずみ庵
スタッフ一同

コロナで大変な状況ですが頑張って
いきましょう！新たにうどんのお持ち帰
り始めました！

釡揚げうどん 小塚屋
店主／丁場 和弘

美味しい食事で元気を付けて、みん
なで乗り切れるように頑張りましょう！

香材創作食房 ail（アーユ） 
オーナーシェフ／小林正己

席数60・広めの店内にてお客様同
士の席間を離す等の配慮を実施し、
鉄板ハンバーグを提供しています。

コロンボセカンド
従業員一同

アルコール消毒完備、スタッフ全員マ
スク着用し、皆さまをお迎えしておりま
す！

波乃家
代表取締役／伊藤 隆

5/6までお休み中です。5/7から営業
開始予定です。皆様にお会いできる
ことを楽しみにしています。

お食事処 あした
店主／下城 正美

地域の皆様へ～各々の責任ある行
動が皆様の命を守ります。一緒に乗
り越え収束後にArvoで逢いましょう!

Arvo
スタッフ一同

野菜たっぷり中華料理で栄養補給し
て、コロナ疲れを吹き飛ばそう！お店の
味をお家de味わってみてね。

明吟
シェフ／清水 英男

世界中のみんなで協力し、できることを
しっかりと考え行動して乗り切っていき
ましょう！道は開けていると信じています！

洋食MOQLEN
オーナー／遠藤 木蓮

困難を耐え、必ず飛躍します！最高な
仲間と沢山の方々に支えられて志事
をさせて頂けている事に感謝致します！

大垣のてっぺん
オーナー／村上 史則

アルコール消毒をしてケーキをお渡し
しております。かわいくておいしいケー
キをぜひお家でどうぞ♡

La Plage

皆様に安心して美味しいを届ける
為、安全対策をしっかり行っておりま
す。新生姜で免疫力UPしましょう！

ロワ・エ・レーヌ
オーナー／平野 真也 スタッフ／大塚 友梨香

ご家庭でも、てっちゃんの焼肉を♪
お持ち帰りやってます！
焼肉食べて元気になって下さい！

焼肉てっちゃん
スタッフ一同

自慢の美味しい料理で、大垣の皆さ
んの笑顔と元気をお届けします☆ス
タミナつけて頑張りましょう♪

TOPER’S ダイニング
マスター／石津 雄己

家族と長く一緒に過ごせる今の時間
を大切にしましょう♪テイクアウト弁当
で美味しい&楽しいおうち時間を！

cafe Laughing
店長／坂  円

市民の皆様へ。日頃の感謝を込めて、
お弁当をご自宅までお届けいたします。
皆さんでこの環境を乗り越えましょう！

オヤコdeカフェスマイル
スタッフ一同

料理を盛った皿ごとテイクアウト！
テーブルに並べて即“おうちd e 
MaCaroni”が楽しめます。

MaCaroni
代表／山中 剛
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