シ ー ゲルの 商 品 を体 感 できる道 内 のモデルハウス
公開期間などは諸事情により変更となる恐れがありますので、
必ず各ビルダーに直接お問い合わせください。

札幌

アイフルホーム
セシボ ※公開／常設

札幌市厚別区厚別東5条8丁目
（北海道マイホームセンター札幌森林公園駅前会場）
営業時間／10時〜18時
定休日／水曜日
（祝日を除く）
・年末年始

玄関と対面する大きな窓からはたっぷりと光が入り、無
垢材ならではの質感をより強調。
リビングには、床暖房
対応のブラックウォルナット120幅・自然オイルの別注
色を採用し、高級感漂う仕上がり。
ハイブリッドシリーズ PYWA120 ブラックウォルナット・セレクトグ
レード

旭川

（株）家計画

西御料メッセージハウス2
※公開／成約まで（建売り）土・日・祝10時～17時

旭川市西御料3条3丁目 グランヴェール西御料

シーゲルの人気シリーズ インポートUNIシ
リーズの中からナラのラスティックグレー
ドでコーディネート
インポートUNI IUOK90R-3122 ナラ・ラステ
ィックグレード
http://www.iekeikaku.co.jp/

千歳

グリートホーム
（株）
北陽ニュータウンモデル
※公開／2014年1月公開予定

千歳市北信濃内 北陽ニュータウン41街区10

インポートUNIシリーズ、
カバ・ラスティッ
クグレードを人気のカラー（自然オイル＃
0309色）
で仕上げています。
インポートUNI IUBC90R-0309 カバ・ラステ
ィックグレード
http://www.greethome.com

室蘭

建成ホーム
（株）

しっくいの家
※公開／2014年3月末迄 土・日10時～17時

室蘭市八丁平5丁目30-108（コンコードパーク室蘭内）

しっくいと無垢フローリングをふんだんに
使用した自然素材のコンセプトモデル

ミサワホーム北海道（株）旭川支店
神楽岡3-5モデル
※公開／成約まで（建売り）

3

旭川市神楽岡3条5丁目6

UNIタイプのナラ・ラスティックを自然オイルのホワイト色でスタ
イリッシュに仕上げています。この他、シーゲル商品を採用したコ
ンセプトモデルハウス2012autumn西岡も公開中（土・日・祝）

コストパフォーマンスに優れたシーゲルの
人気シリーズを採用

床の他にもエイジング加工を施した梁や棚板を採用。全体
をアンティーク調で仕上げています。この他、シーゲル商品
を採用したSmart Style A HIRAYA K-14モデルも公開中

インポートUNI IUOK90R-0100 ナラ・ラステ
ィック
http://www.hoei999.co.jp

インポートUNI EXシリーズ EXOK85CD-3262
ナラ・アバウトグレード
http://www.homelife.co.jp

インポートUNI IUOK90R-0100 ナラ・ラスティ
ックグレード その他、
アンティーク調の梁・棚板
http://hokkaido.misawa.co.jp

5
西20丁目通
札幌
ファミリーマート
菊水旭山公園通

旭山公園
地区センター

秀英予備校
南9条
郵便局

中島公園→

裏に P あり（No.4 No.7 No.10）

SeeGeL〈シーゲル〉札幌ショールーム

営業時間／10:00〜18:00
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4

常に意識しながら日々チャレンジし、
お客 様

札幌市東区東雁来11条3丁目1-16

旭川

が最初に抱いた理想を『途中で諦めてほしく

Lottaモデルハウス〈ウェルピアひかりの〉
※公開／2014年1月11日から

描いたイメージを具現化する力

（株）北王

ない』
というスタッフの思いこそが、
シーゲル

札幌市手稲区前田4条7丁目稲積パークヴィレッジ

札幌

インポートUNI IUBC90R-0308 カバ・ラステ
ィックグレード その他、
ウエスタンドア
http://www.value-home.jp

「 今 回 は 最 初 から 描いていたイメージが

稲積パークヴィレッジ アドバンスモデル
※公開／2014年9月末迄 土・日・祝10時〜17時

http://h-coyo.co.jp

ざっくりしたナラの質感がアンティークな

豊栄建設（株）

2

の最大の特徴」
と話します。

ハイブリッドEXシリーズ PEOK150-N-0307
ナラ・ラスティックグレード

札幌市東区東雁来11条3丁目

この他にもシーゲルの商品を採用した西
野モデルハウス
（札幌市西区西野3条7丁
目8-10）
も公開中
（右写真）

雰囲気を演出しているフレンチヘリンボーン

ハイブリッドEXシリーズ PEOK150-N-0304
ナラ・ラスティック
http://www.toritz.com

東雁来モデルハウス
※公開／2014年1月公開予定

無 垢 材 ならではの質 感 や 手 触 り、そして

ハイブリッドEXシリーズを、
シーゲルオリ
ジナルのグレイッシュな自然オイルでコー
ディネート。詳しくはP152へ

バリューホーム
（株）

はっきりしていたので、それを具 現 化するた

札幌市北区新川2条11丁目

幅広でも反りや伸縮のリスクが少ない、
ハ
イブリッドEXシリーズ。
ナラ・ラスティック
幅広150㎜を採用

札幌

札幌

めに随分無理もお願いしたと思います。
でも

札幌市北区・モデルハウス
※公開／要電話連絡（011-764-7660）

『 多 分これはダメだろうな』と 思って提 案し

札幌市東区東雁来12条3丁目304街区13

（株）
ハウジング光陽

のフロ ーリングが 今 回のモデルハウスの 主

札幌

ても
『できます』
という心強い答えが返ってき

ハグハウス札幌東 トーリツ
（株）

ウェルピアモデル
※公開／2014年5月10日迄 土・日・祝10時～17時

役 。その他 随 所に使われた 無 垢 材の存 在 感

札幌

も見事でありながら、
それぞれが邪魔をしな

インポートUNI EXシリーズ EXWA85CD-3262
ウォルナット・ラスティックグレード
http://www.sugawara-cc.co.jp

て、どんどんこちらの要求もエスカレートし

床：インポートUNI IUBC90R-0100 カバ・ラス
ティックグレード 壁：CUB58-5100
http://www.johnsonhome.co.jp

てしまいましたね」
と高野さんは笑います。

ハイブリッドEXシリーズ PEWA150-N-別注色
ウォルナット・ラスティック
http://www.joyfullhome.com

い絶 妙のバランスが保たれています。まさに

重厚感あるウォルナットUNIフローリング
の他、
シーゲルオリジナルのウォルナット無
垢階段材を使って全体をコーディネート

また担 当したシーゲルの千 葉さんも、「 ざ

床にカバ無垢材を使い、
カウンター下の腰壁に
はデザイナーズウォールキュービックも採用した
ヴィンテージモダンなマンションリノベーション

双 方のアイデアと 技 術が融 合した力 作と 言

ハイブリッドEXシリーズが室蘭地区で初お披露目。150㎜幅
のウォルナットを自然オイルの別注色で仕上げました。この他
にもシーゲル商品を採用した新川西13-01モデルも公開中

っくりとしたイメージを与えられ、最初はど

苫小牧市字沼ノ端913-95

えるでしょう。

※公開／2014年3月末迄 平日13時～17時 土・日・祝10時〜17時

うしようかとドキドキしますが、
それを社内

（株）菅原工務店

苫小牧 スマイルタウン沼ノ端

に持ち帰ると社内が一気に活気で溢れる。
な

2014冬・円山モデル
※公開／要電話予約（011-737-8888）
札幌市中央区南4条西26丁目1-5
チサンマンション円山公園202

ため息の出るようなオシャレな空気感を、
ぜ

室蘭市八丁平5丁目30-51
（コンコードパーク室蘭内）

（株）
ジョンソンホームズ

ので、途中から『絶対に出来るんだ』
という確

札幌

ひ最 新のモデルハウスで実 際に 感 じてくだ

室蘭13-01モデル
※公開／常設 土・日・祝10時～17時

信に変わります。無垢の材料を普通に削るの

（株）
ジョイフルホーム

1. 見る方向や角度で印象が変わるフローリングは広い面積でも品のある佇まい
2. 窓枠も床とのバランスを考えナラ柾目で製作した特注品
3. すっきりと柾目を生かしたシンプルなデザインの階段
4. 中2階から2階へ上がる階段は蹴込み板のないスケルトン階段。厚み100㎜の重厚感が、下から上り下り
の様子が見える際にも安心感を与えてくれる
斜め天井には濃色のサペリの柾目板張り
5. 他の部屋とは趣を変えた寝室。

さい。

室蘭

1

ではなく、新しい空間にマッチする意匠性を

http://www.eyefulhome.jp

インポートUNI EXシリーズ EXBC85CD-3262
カバ・アバウトグレード
http://www.kenseihome.co.jp

ミサワホーム北海道（株）

CENTURY 蔵のある家 ※公開／常設

札幌市厚別区厚別東5条8丁目
（北海道マイホームセンター札幌森林公園駅前会場）
営業時間／10時〜18時
定休日／水曜日・年末年始※水曜が祝日の場合は木曜

※下記モデルハウスでもシーゲルの商品を採用しています。
Liの家 ※公開／2014年1月11日から
札幌市厚別区厚別北6条5丁目
インポートUNIシリーズ IUOK90R-0112 ナラ・ラスティックグレード

http://hokkaido.misawa.co.jp
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