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全道一斉開催だから、お住まいのエリアや
気になるエリアの分譲住宅が見学できます!!

2/4 5土 日11 12土・祝 日

OPEN10:00OPEN10:00OPEN10:00 CLOSE17:00CLOSE17:00CLOSE17:00

1 ご来場プレゼント

3 オンラインプレゼント

2 Wプレゼント全道一斉
分譲住宅見学会

ハイムフェス
開催!!

全道
17会場で
開催!

登別 石水亭 きたゆざわ
森のソラニワ

函館湯の川温泉 海と灯／
ヒューイットリゾート

森のスパリゾート
北海道ホテル

あかん湖
鶴雅ウイングス

住まいづくりのイロハを学べる
「オンラインハイムフェス」にご来場のうえ、

新規登録していただいた方に

オンラインハイムフェスのコンテンツを楽しむと、

300,000円相当のポイントが貯まる!最
大

さらに

※ご来場のうえ、アンケートにご回答の方が抽選に参加できます。  ※当選者は後日当社ホームページ内で発表いたします。

「選べる！温泉ペアチケット」
プレゼント！！

「選べる！温泉ペアチケット」
プレゼント！！

ご来場者の中から全道抽選で 20組様に

※プレゼントは、一家族様につきお一つとさせていただきます。※新規登録の方のみ　※後日の送信となります。

新富良野
プリンスホテル

森の湯 ホテル花神楽 洞爺湖畔亭
シャトレーゼ

ガトーキングダムサッポロ
ホテル＆スパリゾート

JCBプレモデジタル1,000円分プレゼント！

アンケート記入でもれなく

「全道特産品グルメ」
プレゼント！！

「全道特産品グルメ」
プレゼント！！

※プレゼントは、一家族様につきお一つとさせていただきます。
※ご希望の商品を選べます。
※ご希望の商品が在庫切れの場合、後日のお届けになる場合があります

駄菓子『袋詰め放題』駄菓子『袋詰め放題』駄菓子『袋詰め放題』
お子様には

駄菓子『袋詰め放題』
プレゼント！

お子様には
駄菓子『袋詰め放題』

プレゼント！

見学会会場は
こちらから

西町北19丁目分譲住宅1号棟　撮影年月：2022年4月撮影西町北19丁目分譲住宅1号棟　撮影年月：2022年4月撮影

売 主・広 告 主

北海道セキスイハイム株式会社 www.hokkaido-heim.com
北海道セキスイハイム 検索

営業時間/9：00～17:30
定休日/毎週水・木

札幌市北区北14条
西4丁目2-1 TEL.011-717-4818

■宅建業免許／北海道知事 石狩（13）第2509号　■建設業許可／北海道知事許可（特-1）石第02050号　■（公社）北海道宅地建物取引業協会会員　■（一社）北海道不動産公正取引協議会加盟

※北海道セキスイハイム株式会社は、お客様情報の適正な取り扱いに努めています。上記URLをご参照くださるか、お電話にて窓口までお問い合わせください。 ［お客様センター］0120-201-816　※いただいたお客様情報は、北海道セキスイハイム株式会社から、住まいづくりや暮らしに役立つ情報をお届けすることに使用し、それ以外の目的で使用することはございません。

広告有効期限／2023年2月12日



〈 3 月 迄 に 入 居 可 能 物 件 〉

【物件概要】●所在地/北海道札幌市白
石区中央3条1丁目57-2、菊水上町3条
4丁目281-14●交通/①地下鉄東西線
「東札幌」駅徒歩23分②中央バス「中央
3条1丁目」停まで徒歩3分、バス乗車13
分、JR函館本線「札幌」駅●取引態様/
売主●土地権利/所有権●総戸数/12
戸 ● 販 売 戸 数 /１戸●土 地 面 積
/158 .16㎡(47. 8 4坪 )●建物面積
/92.28㎡(27.91坪)●主たる構造/軽
量鉄骨造2階建て●販売価格（税込）
/5090万円●用途地域/準工業地域●
道路の幅員/公道 9ｍ、に接する、アス
ファルト舗装●設備概要/電気/電力供
給有、上水道/札幌市営水道、下水道/
公共下水道、ガス/都市ガス●建築確認
番号/第ERI -22029098号【57-2、
281-14】●建築年月/2022年11月●入居予定年月/即入居可●その他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。【まちな
みデザインガイドライン】当宅地では、良好な街並みを形成するために、建築物の制限を定めています。詳細については弊社までお問い合わせください。

札幌市白石区

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

スマートハイムシティ
中央3条1丁目分譲住宅No.2

詳細・ご予約
はこちら

詳細・ご予約
はこちら

詳細・ご予約
はこちら

詳細・ご予約
はこちら

陽の光を感じられる吹抜のあるリビング

2022.11撮影2022.11撮影

白石ポッポ
公園

白石ポッポ
公園

白石ちびっこ
公園

白石ちびっこ
公園

●セブンイレブン●セブンイレブン

コープさっぽろ●コープさっぽろ●

●北菱ハイヤー●北菱ハイヤー
會澤高圧コンクリート●會澤高圧コンクリート●

函館本線

函館本線

スマートハイムシティ
中央3条1丁目

会場

【物件概要】●所在地/北海道札
幌市豊平区水車町7丁目54 -
167●交通/①地下鉄南北線
「中の島」駅徒歩9分②地下鉄
東豊線「学園前」駅徒歩12分●
取引態様/売主●土地権利/所
有権●総戸数/3戸●販売戸数/
１戸●土地面積 /118 . 6 7㎡
(35.89坪)●建物面積/90.34
㎡(27.32坪)●主たる構造/軽
量鉄骨造2階建て●販売価格
（税込）/4960万円●用途地域/
準住居地域●道路の幅員/公道 
9.09m、4.65ｍ～5.44m、に接
する、アスファルト舗装●設備
概要/電気/電力供給有、上水道
/札幌市営水道、下水道/公共下
水道、ガス/都市ガス●建築確認番号/第ERI-22002175号【54-167】●建築年月/2022年6月●
入居予定年月/即入居可●その他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。

札幌市豊平区

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

水車町7丁目分譲住宅1号棟

陽当りの良い2階リビングで過ごす家族団らんの家

2022.6撮影2022.6撮影

MAP

N

会場

【物件概要】●所在地/北海道札幌
市西区発寒11条6丁目1020-461
●交通/①JR函館本線「発寒」駅徒
歩13分②地下鉄東西線「宮の沢」
駅徒歩15分●取引態様/売主●土
地権利/所有権●総戸数/5戸●販
売戸数/１戸●土地面積/116.98㎡
(35.38坪)●建物面積/107.82㎡
(32.61坪)●主たる構造/軽量鉄骨
造3階建て●販売価格（税込）
/5360万円●用途地域/第１種住
居地域●道路の幅員/公道  8ｍ、
に接する、アスファルト舗装●設備
概要/電気/電力供給有、上水道/札
幌市営水道、下水道/公共下水道、
ガス/都市ガス●建築確認番号/第
ERI-22024471号【1020-461】●
建築年月/2022年１２月●入居予定年月/即入居可●その他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。【まちなみ
デザインガイドライン】当宅地では、良好な街並みを形成するために、建築物の制限を定めています。詳細については弊社までお問い合わせください。

札幌市西区

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

スマートハイムシティ
発寒11条6丁目分譲住宅1号棟

暮らし心地も家族の夢も　広さ×高さで叶える《三階建住宅》

2022.12撮影2022.12撮影

MAP

【物件概要】●所在地/北海道札
幌市西区西町北19丁目1-2●交
通/地下鉄東西線「宮の沢」駅5
番出口徒歩5分●取引態様/売
主●土地権利/所有権●総戸数
/4戸●販売戸数/１戸●土地面
積/133.89㎡(40.50坪)●建物
面積/107.96㎡(32.65坪)●主
たる構造/軽量鉄骨造2階建て
●販売価格（税込）/5798万円
●用途地域/準工業地域●道路
の幅員/公道 25m、6m、に接す
る、アスファルト舗装●設備概
要/電気/電力供給有、上水道/
札幌市営水道、下水道/公共下
水道、ガス/都市ガス●建築確
認番号/第ERI -21045539号
【1-2】●建築年月/2022年4月
●入居予定年月/即入居可●そ
の他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。【街並協定】当宅地では、良好な街並みを形成するた
めに自主規制として、建築物の制限を定めています。詳細については弊社までお問い合わせください。

【物件概要】●所在地/北海道小
樽市新光町324 -159●交通
/JR函館本線「朝里」駅徒歩15
分●取引態様/売主●土地権利
/所有権●総戸数/6戸●販売戸
数/１戸●土地面積/203.00㎡
(61.40坪)●建物面積/107.96
㎡(32.65坪)●主たる構造/軽
量鉄骨造2階建て●販売価格
（税込）/3400万円●用途地域/
第１種住居地域●道路の幅員/
公道 8ｍ、に接する、アスファル
ト舗装●設備概要/電気/電力
供給有、上水道/小樽市営上水
道、下水道/公共下水道、ガス/
個別プロパン●建築確認番号/
第 E R I - 2 1 0 1 1 8 2 6 号
【324-159】●建築年月/2021
年7月●入居予定年月/即入居
可●その他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。

札幌市西区

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

西町北19丁目分譲住宅1号棟

詳細・ご予約
はこちら

詳細・ご予約
はこちら

詳細・ご予約
はこちら

詳細・ご予約
はこちら

【価格改定！】地下鉄駅徒歩5分の駅近物件！

2022.4撮影2022.4撮影

MAP

N

N

会場

札幌市立北翔養護学校

発寒たんぽぽ保育園

セブンイレブン
発寒11条店

西発寒
ラビット公園

会場

【物件概要】●所在地/北海道札
幌市北区太平4条6丁目96-73●
交通/JR学園都市線「太平」駅徒
歩9分●取引態様/売主●土地権
利/所有権●総戸数/5戸●販売
戸数/１戸●土地面積/176.45㎡
(53.37坪)●建物面積/103.90㎡
(31.42坪)●主たる構造/軽量鉄
骨造2階建て●販売価格（税込）
/4998万円●用途地域/第１種住
居地域●道路の幅員/公道 32
ｍ、8ｍ、に接する、アスファルト舗
装●設備概要/電気/電力供給
有、上水道/札幌市営水道、下水道
/公共下水道、ガス/集中プロパン
● 建 築 確 認 番 号 / 第
ERI-22028019号【96-73】●建
築年月/2022年12月●入居予定年月/2023年1月●その他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。【まちな
みデザインガイドライン】当宅地では、良好な街並みを形成するために、建築物の制限を定めています。詳細については弊社までお問い合わせください。

札幌市北区

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

暮らしやすさとエコな住まい

2022.12撮影2022.12撮影

MAP

N

現地

【物件概要】●所在地/北海道江
別市野幌松並町25-80●交通
/JR函館本線「野幌」駅徒歩15分
●取引態様/売主●土地権利/所
有権●総戸数/7戸●販売戸数/
１戸●土地面積 /15 8 . 01㎡
(47.79坪)●建物面積/110.28
㎡(33.35坪)●主たる構造/軽量
鉄骨造2階建て●販売価格（税
込）/4880万円●用途地域/第２
種中高層住居専用地域  ●道路
の幅員/公道 8m、に接する、アス
ファルト舗装●設備概要/電気/
電力供給有、上水道/江別市営水
道、下水道/公共下水道、ガス/都
市ガス●建 築 確認番号/ 第
ERI-22015839号【25-80】●
建築年月/2022年8月●入居予定年月/即入居可●その他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。【まちな
みデザインガイドライン】当宅地では、良好な街並みを形成するために、建築物の制限を定めています。詳細については弊社までお問い合わせください。

江　別

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

スマートハイムシティ
野幌松並町II分譲住宅1号棟

【5LDK】スマート＆レジリエンス住宅

2022.9撮影2022.9撮影

【物件概要】●所在地/北海道岩
見沢市9条西17丁目2-41●交
通/中央バス「10条西20丁目」停
まで徒歩5分、 バス乗車11分、
JR函館本線「岩見沢」駅●取引
態様/売主●土地権利/所有権
●総戸数/2戸●販売戸数/１戸
●土地面積/312.94㎡(94.66
坪 ) ● 建 物面積 / 8 8 . 7 8 ㎡
(26.85坪)●主たる構造/軽量
鉄骨造1階建て●販売価格（税
込）/3930万円●用途地域/第
二種中高層住居専用地域●道
路の幅員/公道 9.09m、に接す
る、アスファルト舗装●設備概
要/電気/電力供給有、上水道/
岩見沢市営水道、下水道/公共下
水道、ガス/都市ガス●建築確認番号/第ERI-21032337号【2-41】●建築年月/2022年1月●入居
予定年月/即入居可●その他費用/なし ※家具、小物、外構は価格に含まれます。

岩見沢

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

陽射しが注ぐ最大3.8mの傾斜天井のリビング

2022.12撮影2022.12撮影

ヤマザキYショップ
太平4条店

太平天使
公園

太平ほのぼの
公園

太平ろくろく
公園

太平なかよし
公園

さかえ
けやき公園

太平つくし
公園

小　樽

太陽光
パネル 蓄電池 HEMS

【価格改定！】ダーク色がアクセントの上品なリビング

2022.10撮影2022.10撮影

N

会場

スマートハイムシティ
太平4条6丁目分譲住宅No.1

岩見沢市9条西17丁目
分譲住宅2号棟 新光分譲住宅10号棟

会場

●岩見沢脳神経外科●岩見沢脳神経外科
●川野歯科医院●川野歯科医院

●ニトリ●ニトリ

●回転寿司
　花いちもんめ
●回転寿司
　花いちもんめ

●やわらぎ斎場●やわらぎ斎場 やおやのVeggy●やおやのVeggy●

スリラーカラオケ●スリラーカラオケ●

アベイル●アベイル●

ファミリーマート
●

ファミリーマート
●

利
根
別
川

利
根
別
川

12

会場
大麻新町
公園

大麻新町
公園

●コープさっぽろ●コープさっぽろ
●ローソン●ローソン

●大麻泉小学校●大麻泉小学校

●
ジャパンスイミング

スクール

●
ジャパンスイミング

スクール

12

びっくりドンキー●びっくりドンキー●

ホダカ●ホダカ●

道央自動車道

道央自動車道

レストランアウェーコ

N

N

ベイビュータウン
中央公園

イエローグローブ
小樽朝里店

朝里墓地

小樽市立朝里中学校

ラッキー朝里店

とりで公園

札樽
自動
車道

札樽
自動
車道

札樽
自動
車道

札樽
自動
車道

MAP

MAP MAP
MAP

お近くの
2/4 5土 日11 12土・祝 日

OPEN10:00OPEN10:00OPEN10:00 CLOSE17:00CLOSE17:00CLOSE17:00全道17会場で開催 ハイムフェス会場
全道一斉

分譲住宅見学会

会場／札幌市白石区中央3条1丁目4-２（住居表示） 会場／札幌市豊平区水車町7丁目４-13-3（住居表示） 会場／札幌市西区発寒11条6丁目3-17（住居表示）
会場／札幌市西区西町北19丁目1-1（住居表示）

会場／札幌市北区太平4条6丁目1-2（住居表示） 会場／江別市野幌松並町25-80 会場／岩見沢市9条西17丁目2-41
会場／小樽市新光町324-158（住居表示）

水車町郵便局

北海高等学校

北海学園札幌高等学校

平
岸
通

ローソン
札幌旭町五丁目店

豊平あさひ
公園

セイコーマート
いしづか店

453

5

82

124

学園
都市
線

学園
都市
線

東
8丁
目
篠
路
通

東
8丁
目
篠
路
通

なごやか亭
明光義塾

東進衛星予備校

北海道銀行 秀英予備校

旧価格：5998万円（税込）、旧価格公表日：2022年4月4日
新価格：5798万円（税込）、新価格公表日：2022年12月19日

旧価格：3550万円（税込）、旧価格公表日：2021年8月24日
新価格：3400万円（税込）、新価格公表日：2022年12月19日


