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Ca lme（カルム）はフランス語で穏やかという意味。あなたのお気に入りの場所で穏やかな時間を過ごしてみませんか。

読者特典
プレゼントは
中面に

ハンドメイドの
入園・入学準備応援!!決算SALE藤沢

ミシン
3/1月▶31水

●5年保証付き
●ミシンの使い方無料講習あり
●オリジナルキット洋裁無料
●商品が特別価格に など特典多数！

藤沢ミシンでミシンを購入す
ると…

※メーカー保証含む
※機種によって1年保証もあり

※キット代は
　別途要

ミシン各種
現金購入なら
当店店頭価格より

カードご利用なら
当店店頭価格より10％OFF!※一部対象外商品あり

15％OFF!※一部対象外商品あり

※一部対象外商品あり

布・ニット・糸・ミシン部品
洋裁道具・洋裁材料など…

10～30%OFF洋裁教室なども開催！
くわしくはホームページを♪ 藤沢ミシン 検索

人気ミシン勢揃い！
洋裁用品もおトクな在庫一掃大バーゲン

Sewing Master
手作りクラブの 藤沢ミシン 横浜西口店

 縫製機械整備技能士のいる店 国内外問わず全メーカー正規代理店 藤  沢  店
平  塚  店
藤  沢  店
平  塚  店

10時～19時/年中無休

10時～19時/年中無休
☎0466-27-1151
☎0463-21-0541

☎045-320-3266
ご愛用のミシンの修理も承ります ※要問合せ

10時～19時　年中無休http://fujisawa-misin.com/ http://sewingshop.jp/通販サイト Sewing shopフジミー
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春先の SALE
プレゼント情報

Calme読者限定の特典もあり！

PRICE OFFSALE

☎045-682-2100（マネージメントオフィス）
https://www.minatomirai-square.com/
■横浜市西区みなとみらい2-3-2 【みなとみらい
線みなとみらい駅直結】駐車場1,700台 ■不定休
◎店舗の営業時間・新型コロナウイルス感染予防
対策はwebサイトでご確認ください。】

☎045-534-2200（代）　https://www.tressa-yokohama.jp/
■横浜市港北区師岡町700番地【環状2号線沿い師岡町交差点そば】 駐車場2,700台 全日無料
■営業時間・新型コロナウィルス感染症対策についてはwebサイトでご確認ください。

みなとみらいでゆったりお買物
★会計時「カルムを見た」で
　全品レジにて さらに10%OFF

　みなとみらい東急スクエアは、みなと
みらい駅直結の複合施設「クイーンズス
クエア横浜」の中にあるショッピングセ
ンター。ファッション、インテリア、キャラ
クターグッズなどバラエティ豊かな
ショップに加え、キッズ向けプレイグラン
ドやスクールなどファミリーにもうれし
い施設が充実しています。
　みなとみらいの景色を眺めながら食
事が楽しめるレストラン＆カフェも魅力。
ベイエリアならではの落ち着いた空間
で、ゆっくりと一日を過ごしてみては。 

みなとみらい東急スクエア 検索

みなとみらい東急スクエア

3/20（土・祝）～4/4（日）
「ありがとう、13周年」誕生祭開催！

トレッサ横浜

春ものプライスダウン!!
読者特典でお得に

　こだわりと遊び心で、心地よい毎日を。が
コンセプトの「THE SHOP TK」。
　キレイめからカジュアル、ニューノーマル
時代のワンマイルウエアまで、着心地が良
くストレスフリーなアイテムが今ならお得
に手に入ります。下記の市内3店舗では、カ
ルム読者特典で全品レジにてさらに10%
オフになるチャンス。
　家族が笑顔になるおしゃれな春アイテム
を見つけに行ってみませんか。

スマホクーポン提示でもOK

子どもの可能性を引き出すレゴ®スクールを体感しよう
「春の体験レッスン」開催!!

横浜市営地下鉄ブルーライン/グリーンライン センター北駅 徒歩１分
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール4F
問い合わせ受付／火・水・金・土・日 11:00～18:00 　 https://legoschool.jp/

レゴ®スクール ノースポート・モール港北 ☎045-482-3590（直）
体験予約はこちら↓

　今注目のSTEAM教育をベースにした「レゴ®ス
クール」は、発達段階に応じた学年別カリキュラム
による、4～8人の少人数制でのプロジェクト型学
習でレッスンを展開。子どもたちはレゴ®ブロックを
教材に、毎回異なるテーマで問題解決に取り組み
ます。
　レゴ社認定インストラクターが適切に課題を提
供し、フィードバックする学びの経験は、子どもの好
奇心と想像力、創造力を高めるとともに、自信を育
むことにもつながっています。
　「レゴ®スクール」は幼児教育から
プログラミング教育まで継続して学
べることも魅力です。楽しみながら
これからの時代に必要とされる能力
やマインドを育んでいきます。

　人気の子供の習い事というとピアノ・スイミング・英会話
が思い浮かぶひとが多いかと思いますが、2020年度からの
小学校でのプログラミング学習必修化の流れもあり、最近は
STEAM教育の一環から「ロボット教室」「プログラミング教
室」も注目されています。

　上図のように「STEAM」の頭文字からつくられた言葉で、
教科を横断しながら学ぶ新たな学習スタイルです。
　STEAM教育の目的は、論理的思考力や問題解決能力と
いった力を身につけ、高めていくことです。体験の中でさまざ
まな課題を見つけ、クリエイティブな発想で問題解決を創造、
実現していくための手段を身につけます。
　社会とテクノロジーの関係がますます密接になっていくこ
れからのAI時代、この5つの領域の理解と学びを具体化す
る能力がより一層必要となってきそうです。

レゴ®スクール ノースポート・モール港北

◎プレゼント応募要項　①欲しいプレゼント(複数選択の場合は第一希
望・第二希望を記載してください。) ②氏名 ③年齢 ④性別 ⑤〒住所 ⑥電
話番号 を明記し、下記いずれかの方法でご送付を
【送り先】FAX／03-5652-7167
郵送／㈱産案「カルム　春のプレゼント」係まで
　　　〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町　
　　　　　　　　１丁目１６－８ 水天宮平和ビル
Web／右記二次元バーコードから読み込み
【応募締め切り】2021年3月22日（月）消印有効

いただいた個人情報は、プレ
ゼント発送のみに使用します。
また、ご記入頂いた情報は、個
人を特定できない形で、今後
の紙面づくりのための読者
データとして活用させていた
だく可能性がありますので、了
承の上応募を。
当選発表は、賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。
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■港北ノースポートモール　THE SHOP TK ミクスパイス
　横浜市都筑区中川中央1-25-1 港北ノースポートモール・2F
　TEL：045-914-7075
■横浜トレッサ　THE SHOP TK
　横浜市港北区師岡町700  トレッサ横浜・3F
　TEL：045-533-3045
■アピタ長津田　THE SHOP TK MIXPICE
　横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1  アピタ長津田店・1F
　TEL：045-988-0716

image

みなとみらい東急スクエア
お食事・お買物券2,000円分
抽選で10人にプレゼント

春の1コーデ プレゼント
レディースMサイズ
抽選で1人にプレゼント

公式webサイト>>

THE SHOP TK 検索

公式webサイト>

THE SHOP TK

▲穿いた瞬間、美脚を叶えるシルエット
この春イチ押しの【美forPants】が新登場！
テーパード　4,070円（税込）
※写真はイエロー

ショップスタッフお勧め
のコーディネート。
※トートバッグ、シューズは
　含まれません。

春春

読者特典対象店舗は上記3店舗
一部対象外商品あり。他割引併用不可。
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《21世紀型の学びとして注目されている STEAM教育》
スティーム

♪

はは

子どもの自立を育む 豆知識

日時：3/27（土）～4/4（日）
会場：ノースポート・モール港北
対象：未就学児～新小学3年生以上
定員：各回4名  

《春の体験レッスン》

※日時は各年齢により異なります
電話または下記二次元バーコードより予約申し込みを

　伸縮性とハリ・コシを兼ね揃え、
しっとりとした肌触りの「フロート」。
ラフな着心地で、家族みんなで楽し
めるシリーズです。

220店舗のショッピングシティ＆オートモール
「トレッサ横浜」は今春、開業13周年。誕生祭期間
は、お得な「スマホでトレッサマネーポイント5倍！」

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. © 2021 The LEGO Group.
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anda-net.com/
calme-coupon01/

anda-net.com/calme-entry/

https://anda-net.com/calme-coupon01/
https://anda-net.com/calme-entry/
https://www.image-edu.com/news/entry/post-15/


　結露のない、健康・快適・省エネな住ま

いづくりを無料でサポートしてくれるの

が「高性能な住まいの相談室」。日本で

トップレベルの性能を誇る、高気密・高断

熱の住宅会社を無料で紹介するマッチン

グサービスを提供しています。

 　新築・リフォームを考えている人に向

け、無料セミナーが開催されます。

ZOOM無料セミナー開催
～健康・快適な住まいとは？～

横浜市港北区新横浜3-7-18　「高性能な住まいの相談室」で検索
10:00～18:00  https://sml-support.com/

住まいるサポート株式会社 ☎045-594-7538

高性能な
住宅会社

お客様

マ
ッ
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ン
グ

「住宅のプロフェッショナルが考える
新築・リフォームで知っておきたい大切なこと」
①住まいづくりをする上で、まず知っておきたいこと
　講師：住まいるサポート株式会社　高橋 彰氏
②リノベーション、新築で大切な優先すべき住宅性能
　講師：株式会社ラクジュ　本橋 哲幸氏
③FPが教える住まいの高性能化による経済的なメリット
　講師：FPサテライト株式会社　山口 りな氏
主催：横浜市建築局住宅政策課／運営：住まいるサポート㈱

★オンラインセミナーなので、ご自宅からPC・スマホ等でご参加できます。

日時：3/7（日）14：00～15：30
～健康・快適な住まいとは？～

Zoom
無料セミナー

住
ま
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る
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ポ
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ト
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長 
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氏

https://sml-support.com
　　　　　/seminor

32021.3

ポストコロナに向け『グリーン住宅ポイント制度』を創設
マイホームの購入や新築・リフォームで上限100万円相当を受け取ることができます

　国土交通省は、コロナ禍の影響で落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の省
エネ性能のある住宅などに対して、「グリーン住宅ポイント制度」を創設しました。
　高い省エネ性能等を持つ住宅の新築やリフォームを行う、または一定の要件等
を満たした中古住宅を購入する場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイ
ントが付与されるという内容です。
　今まさに、住宅の取得やリフォームを検討している人には、見逃せない制度に
なります。

本記事は制度の概要となります。詳しくは、国土交通省 2021 グリーン住宅ポイント事務局 ウエブサイト
 https://greenpt.mlit.go.jp/　で確認を。

要件を満たす住宅の建築や購入、リフォーム工事を行った人に
ポイントを付与。商品交換や追加工事に利用できる

◎対象／持家の新築・リフォーム・既存住宅の購入の場合
※賃貸住宅の新築・リフォームも対象となりますが、諸条件あり。

◎期間／2020年12月15日から2021年10月31日までに契約を締結したもの

● 住宅の新築（持家）のポイント

● 既存住宅の購入（持家）のポイント

● 住宅のリフォーム（持家）のポイント

基本の場合 特例の場合※

①高い省エネ性能等を有する住宅
（認定長期優良住宅、認定低炭素建築
物 、性能向上計画認定住宅 、ZEH）

②省エネ基準に適合する住宅
（断熱等級４かつ一次エネ等級４以上を
満たす住宅）

40万Pt／戸 100万Pt／戸

15万Pt／戸

上限30万Pt／戸

30万Pt／戸 60万Pt／戸

※特例・東京圏から移住するための住宅・多子世帯が取得する住宅・三世代同居仕様である
住宅・災害リスクが高い区域から移住するための住宅。のいずれかに該当する場合

《付与されるポイント》

①空き家バンク登録住宅
②東京圏から移住するための住宅
③災害リスクが高い区域から移住するための住宅

④住宅の除却に伴い購入する既存住宅

30万Pt／戸
（住宅の除却を伴う場合は45万Pt／戸）

　今回の制度は、新築の場合最大40万
円相当、リフォームは最大30万円相当の
ポイントが付与されます。
　18歳未満の子どもが3人以上いる世帯、
東京からの移住者など一定の要件を満
たす場合には、新築は最大100万円相当
のポイントが付与され、ポイントは「新たな
生活の日常で使える商品」や「防災に対
応した追加工事」などと交換できます（交
換商品の詳細発表は2021年3月に予定
されています）。

　さらに若者・子育て世帯がリフォームを
行う場合などにもポイントの特例があります。
　ただし、国の他の補助金等の制度と併
用ができないなどの要件もあるので、しっ
かりとした情報収集や確認が必要となり
ます。制度利用には期限がありますが、
工事契約や工期を分けることで併用可
能な補助事業もあります。自分はどのくら
いのポイントが活用できるのか不明な点
は業者に問い合わせて、まず相談してみ
ましょう。

※既存住宅は、2019年12月14日以前に建築された住宅であることが条件

断熱改修もしくはエコ住宅設備の工事が必須。
その他、耐震改修、バリアフリー改修など工事箇所ごとに加算

耳より
住まいの
情報

申し込みフォーム
他の日程もあり↓

https://sml-support.com/seminor?utm_source=qr&utm_medium=seminor02&utm_campaign=seminor
https://sml-support.com/?utm_source=qr&utm_medium=top02&utm_campaign=top
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