「体感型家づくりショールーム」の新たな展開
理想の住空間を提案する『ハイムデザインミュージアム名古屋』オープン
■理想の住空間をつくるクリエイティブ・ショールーム
■３つの体感プログラムで、納得度・満足度の高い家づくりを実現
2019 年 5 月 13 日
セキスイハイム中部株式会社
セキスイハイム中部株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：𠮷田匡秀、以下「当社」）は、
理想のお住まいの実現に役立てていただくためのインテリアショールーム、『ハイムデザインミュージアム
名古屋』を 2019 年 5 月 18 日にオープンします。
当社は、これまで家づくりをわかりやすく学んでいただく体感型施設の開設を進めてきました。今回の
『ハイムデザインミュージアム名古屋』は、当社住宅をご検討中のお客様、ご契約いただいたお客様に、
住宅設備やインテリアを楽しみながら選んでいただくためのショールームです。リアルとバーチャルの両
面から、インテリアをわかりやすくご検討いただき、納得度・満足度の高い理想の家づくりをご提案します。

『ハイムデザインミュージアム名古屋』の概要
１．理想の住空間をつくるクリエイティブ・ショールーム
セキスイハイムグループでは、体感型施設の展開を加速しています。当社も、昨年の 2 拠点（名古
屋市港区・三重県四日市市）に加え、2019 年 4 月には体感宿泊施設（名古屋市緑区）をオープンし
ました。この取り組みを進化させたものが、『ハイムデザインミュージアム名古屋』です。注文住宅にお
ける家づくりのメインイベントとなる住宅設備や内装材、インテリア商品の選定を、インテリアコーディ
ネーターなどの専門スタッフとともに、「楽しく・わかりやすく・効率的に」行うための体感型インテリアシ
ョールームです。プロのトータルコーディネート提案でこだわりの住空間を実現するとともに、住宅設
備や内装材等の検討・セレクトの場を一か所に集約することで、お客様の効率的な家づくりを進める
ためのお手伝いをします。
２．３つの体感プログラムで、納得度・満足度の高い家づくりを実現
①多彩な大型サンプルでインテリアイメージを確認「リアルフィッティング」ZONE
「サンプルバンク」に集められた豊富な大判サンプルを用いて、床・壁・天井などの各種内装材を
実際の色合いや質感、組み合わせた時の雰囲気を確認しながらお選びいただけます。
②設備や間取りを大型画面や映像、CG で再現確認「バーチャルチェック」ZONE
水まわり設備のカラーイメージを大画面で確認する「バーチャルルーム」や、3D 化した間取りで新
居を疑似体験できる「アルファスルーム」などにより、「わかりやすく・納得して決定できる」家づくりを
サポートします。
③生活シーン別のライティングや IoT 住宅を体感できる「シーントライアル」ZONE
豊かな空間をつくる照明のシーン別シミュレーション、臨場感溢れる音響システム、スマートスピー
カーのある IoT 住宅の暮らしなど上質で先進的な暮らしが、実物大の LDK で体感できます。
■施設概要
◎所在地： 名古屋市東区東桜 1-13-3（NHK 名古屋放送センタービル 10F）
◎オープン日：2019 年 5 月 18 日（土）
◎定休日：毎週火曜日・水曜日（他、当社の展示場定休日に準じます）
※ご利用は完全予約制です。

■ 『ハイムデザインミュージアム名古屋』オープンの背景
セキスイハイムグループでは、家づくりをより「楽しく、わかりやすく」ご理解いただくための体感型ショ
ールームの展開を加速させ、2019 年 9 月末までに全国 17 拠点での開設を計画しています。
当社も、昨年体感型ショールーム『ハイムギャラリーパークみなと』（名古屋市港区）、『セキスイハイムミ
ュージアム三重』（三重県四日市市）を開設しました。加えて 2019 年 4 月には、新たな体感型施設として
『快適宿泊体験館』（名古屋市緑区）をオープンしました。これらは、主として家づくりプロセスの初期段
階の「家選び」において必要な、住まいに関する一般的な情報やセキスイハイムの建物の特長等をわか
りやすい形で提供することでお客様の家づくりにおける判断基準の形成をサポートすることを目的として
います。
今回オープンする『ハイムデザインミュージアム名古屋』は、当社住宅をご検討・ご契約いただいてい
るお客様に、住宅設備や内装材のセレクト、インテリアコーディネートを楽しく、納得したうえで決定して
いただき、理想の住空間の実現に役立てていただくことを目的としています。

■ 『ハイムデザインミュージアム名古屋』のコンセプトと特長
１．理想の住空間をつくるクリエイティブ・ショールーム
コンセプトは「理想空間をつくるクリエイティブ・ミュージアム」で
す。新居のトータルコーディネートをインテリアコーディネーターとと
もに、想像力を刺激しながら楽しく選び、検討いただく場となること
を目指します。
これまで当社では、仕様決定の打ち合わせを、主に住宅展示場
や拠点オフィス内で行ってきましたが、『ハイムデザインミュージア
ム名古屋』では、より豊富な資料や情報・各種サンプルなどを一か
所に集約し提供することで、納得度・満足度の高い家づくりが可能
になります。お忙しいお客様にとっては時間短縮にもなり、効率的
に家づくりを進めるための支援にもなります。
施設利用は原則として、当社住宅をご検討中のお客様、ご契約
いただいたお客様を対象とした完全予約制となります。

■エントランス（イメージ）

■ラウンジ（イメージ）

２．３つの体感プログラムで、納得度・満足度の高い家づくりを実現
①多彩な大型サンプルでインテリアイメージを確認「リアルフィッティング」ZONE
天井や壁クロス、床材などの各種内装材や建
具、カーテンのバリエーションを、「サンプルバン
ク」に集められた豊富な大判サンプルを用いて、
様々なコーディネートパターンで比較することが
できます。インテリアコーディネーターのアドバイ
スをもとに、材質による質感や色合いの違い、組
み合わせによって変わる空間の雰囲気をしっか
り確かめながら決めていくことができます。

■サンプルバンク（イメージ）

②設備や間取りを大型画面や映像、ＣＧで再現確認「バーチャルチェック」ZONE
建てる前に、で
きる限りわかりや
す く 、新居の イメ
◎バーチャルルームで見せるCG
ージを膨らませて
◎アルファスの３D映像が見れる画面
があれば支給ください
いただくためのバ
ーチャルコーナ
ーを用意しまし
た。
■バーチャルルームでの映像
■バーチャルルーム（イメージ）
「バーチャルル
ーム」では、ご希望のキッチンやバス、サニタリーの収納・面材を選び大画面で確認することで、空間の
雰囲気をチェックすることができます。
「アルファスルーム」では、計画中の間取りを 3D シミュレーションで確認できる専用ソフト「アルファス」
を用い、家の中を歩くように見て回る疑似体験ができます。床材や建具などの色も、その場で変更でき
るため、選べる楽しさを味わいながら、満足度の高いトータル空間コーディネートが可能になります。
③生活シーン別のライティングや IoT 住宅を体験できる「シーントライアル」ZONE
シミュレーションルームでは、光・音で雰囲気が変わる暮らしや、
最新トレンドの家電・設備機器を実物大の LDK の中で体感、検討
できます。
照明器具や照度、色温度の違いにより空間イメージの変化を再
現できる照明のシーン別シミュレーションや臨場感溢れる音響シス
テムのほか、最先端の快適な生活提案として、当社の IoT 住宅パ
ッケージ『カジサポ』のデモンストレーションを行います。スマートス
ピーカーでの各種家電のコントロールによる家事負担軽減など、 ■シミュレーションルーム（イメージ）
忙しい共働き家族の団欒と安心を深める先進技術の体験ができま
す。

■『ハイムデザインミュージアム名古屋』フロアガイド
❶エントランス
❷ラウンジ
お打ち合わせの合間などに、ゆったりとお過ご
しいただくことができる空間です。

➌

❸リアルフィッティングZONE
「サンプルバンク」では、床・壁・天井などの各
種内装材やカーテン等の色や質感を、大判サ
ンプルで確認することができます。

➋

❹バーチャルチェックZONE

➍
➊

「バーチャルルーム」では、キッチンやサニタリ
ーの収納・面材を選び、大画面で確認すること
ができます。「アルファスルーム」では間取りの
3Dシミュレーションができます。

❺シーントライアルZONE

➎

「シミュレーションルーム」では、ホームシアタ
ーのある暮らしや、照明のシーン別シミュレー
ション、ＩoT 住宅『カジサポ』のデモンストレー
ションが体験できます。

■『ハイムデザインミュージアム』ロゴ

■参考 ［当社の体感型施設］
分類

名称

所在地

対象のお客様

開設時期

ハイムギャラリーパーク

名古屋市港区

検討初期段階

2018 年 5 月

三重県四日市市

検討初期段階

2018 年 12 月

みなと
体感型ショールーム
セキスイハイムミュージアム
三重
体感型宿泊施設

快適宿泊体験館

名古屋市緑区

検討初期段階

2019 年 4 月

体感型

ハイムデザインミュージアム

名古屋市東区

検討段階

2019 年 5 月

インテリアショールーム

名古屋

～契約後

［セキスイハイム中部 株式会社 会社概要］
◎設

立：1985 年 3 月

◎資

本

金：3 億円（積水化学工業株式会社

◎代

表

者：代表取締役社長

◎売

上

高：428 億円（2018 年 3 月決算）

100％出資）

𠮷田匡秀（よしだまさひで）

◎従 業 員 数：675 名（単体）
（2019 年 4 月現在）
◎事 業 内 容：1.ユニット工法住宅の販売・設計・施工管理 「セキスイハイム」(鉄骨系)・「ツーユーホーム」(木質系)
2.その他

集合住宅・在来工法等建築工事全般

3.宅地分譲等不動産取引
◎事

業

所：本社（名古屋市）
、名古屋西支店、名古屋北支店、南営業部、名古屋東支店、豊橋営業部、
特販営業部、北陸支店、岐阜支店、三重支店

◎展

示

場：愛知エリア 28 拠点、岐阜エリア 8 拠点、三重エリア 7 拠点、北陸エリア 3 拠点（2019 年 4 月現在）

◎グループ会社：セキスイファミエス中部株式会社
◎本 社 所 在 地：〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-13-3(NHK 名古屋放送センタービル 8F)

＜この件に関するお問い合わせは下記までお願いします＞
セキスイハイム中部株式会社
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-13-3（ＮＨＫ名古屋放送センタービル 8F）
・本社 企画部 高橋、宮崎

℡：052-955-8935

・お問い合わせ時間 10：00～18：00

・定休日 毎週 水曜日・日曜日

