
ワンランク上の〈新築住宅〉を建てたい！ 購入したい方のための、あなたの街の新築住宅情報

見れる・ハウスコレクション

※公開はご成約や都合により変更・中止となる場合があります。ご了承下さい。
※発行：㈱日本アメニティクリエイト　TEL（011）223-3445

新築住宅
見学会＆販売会

ハウスコレクション札幌の〈新築住宅〉専門のWEBサイト
モデルハウスの公開情報も分譲住宅の情報も豊富！ http://house-collection.jp

新築住宅が続々登場！ 見て、触れて、実感してください。

きっとあなたの理想の住まいが見つけられます。各物件

の地図・詳細は物件右下のQRコードからご確認ください。

他のエリア情報は〔ハウスコレクション〕WEBサイトで

検索してお確かめください！

あなたの街のちょっといい家

こののぼりを目印に
お越しください！

※営業時間・建物の公開日時は会社ごとに異なりますので、ご確認下さい。また、都合により変更・中止となる場合がありますので予めご了承ください。　※お問い合わせの際には“ハウスコレクションを見て”と付け加えるとスムーズです。

北区

4LDK+WIC
ハウジングカフェ

❶

・保育園徒歩6分、小中学校徒歩7分の文教エリア
・太陽光発電で月々の光熱費を大幅に抑えるエコ住宅
・実際に住んでいるお客様の光熱費実例データをご用意
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建設業許可番号／国土交通大臣許可（般-31）第27425号
宅地建物取引業免許／国土交通大臣（1）第009407号

㈱ロゴスホームハウジングカフェ札幌西 TEL.011-640-4124
札幌市西区二十四軒3条4丁目2-20

●所在地／札幌市北区新川3条4丁目4-14●交通／JR札沼線「新川駅」徒歩
10分●販売価格／3220万円●販売戸数／1戸●土地面積／143.95㎡●道
路／東8ｍ、北8m、私道負担無●用途地域／2種中高層●建物
面積／102.93㎡●構造／木造2階建●完成時期／R1年12月●
引渡／即入居可●権利形態／所有権●設備／公営上下水道、北
海道電力●備考／新川保育園470m、新川中央小学校530m、
新川中学校530m●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈10：00～17：00〉

「新川駅」徒歩10分、太陽光発電付フレンチスタイル

当社webサイトからご見学予約で1000円の商品券進呈

販売価格3220万円

北区新川3条4丁目4-14新築建売住宅

⓿

販売価格2678万円

建設業許可番号／北海道知事許可（特-29）石第14618号
宅地建物取引業免許／北海道知事石狩（5）第006419号

株式会社アシストホーム TEL.0120-505-785
札幌市北区新川5条16丁目6-5

●所在地／札幌市北区新琴似5条8丁目●交通／中央バス「新琴似5条7丁目」停歩2
分●販売価格／2678万円●販売戸数／1戸●土地面積／93.27㎡●道路／北東14.5
ｍ、南東側10.9m、私道負担／なし●用途地域／第2種中高層●建物面
積／96.06㎡●構造／木造2階建、制震装置『MAMORY』設置●完成
時期／2019年5月●引渡／即入居可●権利形態／所有権●設備／公
営上下水道、北海道電力、LPG(エコジョーズ）●UA値0.32、BELS認定
☆☆☆☆☆取得、気密性能保証付、地盤保証付●取引態様／販売代理

先着順受付中 常駐していません。ご見学希望の方はご連絡下さい。

照明器具･TVボード･システムベッド2台付で販売中

⓿ 北区新琴似5条8丁目❺ 新築建売住宅

アシストホーム
3LDK

⓿

販売価格2850万円

　
宅地建物取引業免許／北海道知事 石狩（1）第8513号

カサシマ工房株式会社 TEL.011-792-4388
札幌市東区中沼西一条２丁目２-５

●所在地／札幌市北区太平9条6丁目●交通／JR札沼線「百合が原駅」徒
歩6分●販売価格／2850万円●販売戸数／1戸●土地面積／104.99㎡
●道路／北8ｍ、私道負担無●用途地域／1種低層●建物面
積／75.89㎡●構造／木造2階建●完成時期／R2年3月●
引渡／相談●権利形態／所有権●設備／公営上下水道、北海
道電力、都市ガス●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈10：00～17：00〉

ATELIER CASA デザイナーズハウス見学会

⓿ 北区太平9条6丁目❻ 新築建売住宅

カサシマ工房
3LDK+WIC

すべて完成予想図

⓿

販売価格2880万円

建設業許可番号／北海道知事許可（般-27）石狩450号
宅地建物取引業免許／北海道知事 石狩(9)第3930号

信託ホーム株式会社 TEL.011-858-5555
札幌市豊平区月寒東2条17丁目1-47 信託ビル

●所在地／札幌市北区新川3条5丁目10-10●交通／JR学園都市線「新
川」駅徒歩10分●販売価格／2880万円●販売戸数／1戸●土地面積／
112.38㎡●道路／南西6m、私道負担無●用途地域／近隣
商業地域●建物面積／104.14㎡●構造／木造2階建●完成
時期／R1年12月●引渡／即引渡可●権利形態／所有権●設
備／公営上下水道、北海道電力、LPG（エコジョーズ）●駐車／
2台分アスファルト舗装●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈13：00～16：00〉

ご成約の方に20万円の商品券進呈キャンペーン中！

⓿ 北区新川3条5丁目10-10❹ 新築建売住宅

信託ホーム
4LDK

4LDK+WIC
ハウジングカフェ

❷

・ブルックリンスタイルをこだわりの照明や家具で演出
・太陽光発電で月々の光熱費を大幅に抑えるエコ住宅
・家具・インテリア・家事ラク設備付モデルハウス販売
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建設業許可番号／国土交通大臣許可（般-31）第27425号
宅地建物取引業免許／国土交通大臣（1）第009407号

㈱ロゴスホームハウジングカフェ札幌南 TEL.011-883-4126
札幌市清田区美しが丘2条1-6-1

［モデルハウス販売］●所在地／札幌市北区新川3条5丁目9-30●交通／
JR札沼線「新川」駅徒歩10分●販売価格／3190万円●販売戸数／1戸●
土地面積／131.9㎡●道路／北東6m、私道負担無●用途地
域／2種住居･2種中高層●建物面積／103.1㎡●構造／木造
2階建●完成時期／R1年10月●引渡／即入居可●権利形態
／所有権●設備／公営上下水道、北海道電力●備考／展示家
具、カーテン、インテリア、照明、エアコン付●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈10：00～17：00〉

「新川駅」徒歩10分、家具・アスファルト舗装付

当社webサイトからご見学予約で1000円の商品券進呈

完成予想図

販売価格3190万円

北区新川3条5丁目9-30モデルハウス  販売

4LDK+WIC
ハウジングカフェ

❸

・スタイリッシュなトーキョースタイルコーディネート
・太陽光発電で＋ヒートポンプで光熱費を抑えるエコ住宅
・家具・インテリア・家事ラク設備付モデルハウス販売
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建設業許可番号／国土交通大臣許可（般-31）第27425号
宅地建物取引業免許／国土交通大臣（1）第009407号

㈱ロゴスホームハウジングカフェ札幌南 TEL.011-883-4126
札幌市清田区美しが丘2条1-6-1

［モデルハウス販売］●所在地／札幌市北区新川三条5丁目9-30●交通／
JR札沼線「新川」駅徒歩10分●販売価格／3190万円●販売戸数／1戸●
土地面積／131.76㎡●道路／北東6m、私道負担無●用途
地域／2種住居･2種中高層●建物面積／103.1㎡●構造／
木造2階建●完成時期／R1年10月●引渡／即入居可●権利
形態／所有権●設備／公営上下水道、北海道電力●展示家
具、カーテン･インテリア、照明、エアコン付●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈10：00～17：00〉

「新川」駅徒歩10分、太陽光発電付デザイン住宅

当社webサイトからご見学予約で1000円の商品券進呈

販売価格3190万円

北区新川3条5丁目9-30モデルハウス  販売

完成予想図



〈新築住宅〉情報のハウスコレクション ハウスコレクション

完成住宅見学会・分譲住宅を公開曜日以外に見学されたい方は事前にお電話でお問い合せください。

広告有効期限／2020年4月5日※掲載各社は（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業者です。
※分譲価格は税込です。参考：建物本体価格（税込）は会社によって条件が異なります。一般的に土地代、外構工事、地盤工事、杭工事、屋外給排水工事等は含まれません。

4LDK+N+WIC
ハウジングカフェ

❼

・太陽光発電で月々の光熱費を大幅に抑えるエコ住宅
・200プランから選び自分好みでカスタマイズする家
・丈夫な高断熱住宅を2×4工法とＷ断熱工法で実現
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建設業許可番号／国土交通大臣許可（般-31）第27425号
宅地建物取引業免許／国土交通大臣（1）第009407号

㈱ロゴスホームハウジングカフェ札幌西 TEL.011-640-4124
札幌市西区二十四軒3条4丁目2-20

［モデルハウス販売］●所在地／札幌市北区屯田3条7丁目9-2●交通／中
央バス「屯田3-7」停徒歩5分●販売価格／2880万円●販売戸数／1戸●
土地面積／132.04㎡●道路／南西8ｍ、私道負担無●用途地
域／1種住居●建物面積／97.72㎡●構造／木造2階建●完
成時期／R1年12月●引渡／即●権利形態／所有権●設備／
公営上下水道、北海道電力、都市ガス（エコジョーズ）●備考／
家具付モデルハウス販売●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈10：00～17：00〉

お客様とカスタマイズして創る、デザイン型企画住宅

当社webサイトからご見学予約で1000円の商品券進呈

建物本体価格1220万円～

北区屯田3条7丁目9-2モデルハウス  見学会

同プラン同仕様の写真

4LDK+2WIC
広瀬技建

❽

・閑静な住宅地に建ち、スーパーや公園も徒歩圏に
・2×６工法で建てた高気密・高断熱で丈夫な住まい
・低炭素認定住宅でフラット35S（金利Aプラン）利用可
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建設業許可番号／北海道知事許可（般-28）オホ第591380号
宅地建物取引業免許／北海道知事 オホ（4）第335号

株式会社広瀬技建札幌支店 TEL.011-792-0780
札幌市北区北24条西19丁目5-12

●所在地／札幌市北区屯田4条7丁目10-8●交通／中央バス「屯田４条７丁
目」停徒歩3分●販売価格／3330万円●販売戸数／1戸●土地面積／
232.2㎡（70.24坪）●道路／南8m、私道負担／なし●用途地
域／1種低層●建物面積／121.78㎡（36.83坪） ●構造／木造
2階建●完成時期／R1年7月●引渡／即入居可●権利形態／
所有権●設備／公営上下水道、北海道電力、都市ガス（エコ
ジョーズ）●取引態様／売主

予約不要 公開3/20（祝･金）、21（土）、22（日）〈10：00～17：00〉

南向き70坪の宅地に、36坪の広 ４々LDKの低炭素認定住宅

リビング・ダイニングの展示家具をお付けして販売中

販売価格3330万円

北区屯田4条７丁目１０-８新築建売住宅

4LDK
イネスホーム

10

・デザイン性と機能性を女性の立場で考えた快適な空間
・大人らしさと、可愛らしさの〈fille+フィーユプラス〉
・ラフな雰囲気がちょうどいい〈malme+マルムプラス〉
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建設業許可番号／北海道知事許可（特29）石狩第6790号
宅地建物取引業免許／北海道知事石狩（7）第5566号

イネスホーム株式会社 TEL.0120-216-232
札幌市北区新琴似町795-23

［モデルハウス販売］●所在地／札幌市北区屯田11条3丁目7-40●交通／
中央バス「屯田10条3丁目停」徒歩4分●販売価格／各3480万円●販売
戸数／2戸●土地面積／208.53㎡･208.54㎡●道路／東
8m、私道負担無●用途地域／1種低層●建物面積／112.63
㎡･113.45㎡●構造／木造2階建●完成時期／R1年4月、11
月●引渡／相談●権利形態／所有権●設備／公営上下水道、
北海道電力、都市ガス（エコジョーズ）●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈11：00～17：00〉

そのまま暮らせる、タイプの違うデザイン住宅２棟

展示家具・照明器具・カーテン・エアコン付モデルハウス販売
フィーユプラスの写真

販売価格○各3480万円

北区屯田11条3丁目7-40他モデルハウス  販売 12

・玄関脇のドッグスペースにドッグシャワーを設置
・大きな吹抜けリビングのそばにはドッグスペース
・ダイニングキッチンにつづく寛ぎの小上がり和室
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4LDK +インナーバルコニー

建設業許可番号／北海道知事許可（般-28）石第21160号
宅地建物取引業免許／北海道知事石狩(01)第008426号

クレバリーホーム環状通店／㈱カムズ・コンストラクション TEL.011-792-0301
札幌市東区北18条東16-2-7

モデルハウス公開 毎週土・日・祝公開〈10:00～17：00〉

ご家族とワンちゃんが快適に暮らすペット共生住宅

当店Webからの見学予約でQUOカード2000円進呈

●コンセプト／いつまでも外観の美しさが続くタイル貼りの外観
●設計、デザイン／ゆとりと開放感を感じる空間設計が得意です
●技術･工法／プレミアム・ハイブリッド構法による丈夫な住まい
●住宅性能／高気密・高断熱を実現する構法と高性能樹脂サッシ
●アフターサービス／長期メンテナンスで、安心の30年保証

クレバリーホームの家づくり

クレバリーホーム

北区篠路１条７丁目１-５モデルハウス  見学会

❾

・ブティックホーム×ニコママプロジェクトがコラボ
・都会的でスタイリッシュな〈マンハッタンクール〉
・女性目線のあったらいいなを随所に実現した空間
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４LDK+フリーホール

モデルハウス公開 毎週土・日・祝〈10：00～17：00公開〉

海外ドラマのようなおしゃれな家【ブティックホーム】

すべて完成予想図

●コンセプト／住まいの「空気の質」にこだわり続けています
●技術／炭１トン＋特許取得の換気システムで良好な空気環境
●設計･デザイン／女性目線のプランニングで子育てママを応援
●住宅性能／硬質ウレタンフォーム が高い断熱性能を発揮します
●施工実績／「炭の家」は、発売以来16年間で11,000棟を達成

ホーム企画センターの家づくり

炭の家

北区屯田8条12丁目5-15モデルハウス  見学会

建設業許可番号／北海道知事許可（特-28）石狩第06975号
宅地建物取引業免許／北海道知事石狩（14）第1067号

株式会社ホーム企画センター TEL.0120-114-119
札幌市北区北38条西2丁目1番26号

来場のご予約はこちらから➡

4LDK+WIC
炭の家

11

・太平公園、商業施設、保育園が徒歩圏に揃う住環境
・爽やかなミントグリーンを取り入れたコーディネート
・「炭」と「換気システム」で、24時間キレイな空気
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建設業許可番号／北海道知事許可（特-28）石狩第06975号
宅地建物取引業免許／北海道知事石狩（14）第1067号

株式会社ホーム企画センター TEL.0120-114-119
札幌市北区北38条西2丁目1番26号

［モデルハウス販売］●所在地／札幌市北区太平9条3丁目2-24●交通／JR
学園都市線「百合が原」駅 徒歩11分●販売価格／3090万円●販売戸数／
1戸●土地面積／132.86㎡●道路／東8ｍ、私道負担無●用
途地域／1種低層●建物面積／101.44㎡●構造／木造2階建
●完成時期／R2年3月●引渡／相談●権利形態／所有権●
設備／公営上下水道、北海道電力、集中LPG（エコジョーズ）●
展示家具･食器棚・照明･カーテン付、●取引態様／売主

先着順受付中 毎週土・日・祝公開〈10：00～17：00〉

「百合が原」駅 徒歩11分、家具付モデルホーム販売

すべて完成予想図すべて完成予想図

販売価格3090万円

北区太平9条3丁目2-24モデルハウス  販売

来場のご予約はこちらから➡


