
0545-52-5312TEL

不動産トータルプロデュース

〒417-0061 富士市伝法3107-1
一級建築士事務所 建設業者許可番号 静岡県知事（特-30）第16759号 静岡県宅地建物取引業協会会員 静岡県知事（11）第4668号

新築・リノベート・買取相談・資産運用 おまかせ下さい！〈秘密厳守・査定相談無料〉

http://www.kawasho-k.co.jp/富士支店

しつこい営業・ご迷惑はおかけしません お客様のプライバシーを守ります

相談・見積り無料 スピード対応

お気軽にお問い合わせください

戸建 無料
査定

買取り買買取取
いたします土地

★１階のお部屋でテラスと専用庭がついています
★築浅 ★生活利便性良好な立地

万円2,030価格
〈仲介〉 万円1,174価格

〈仲介〉 万円1,190価格
〈仲介〉

万円1,887価格
〈仲介〉

専面／70.56㎡
          （21.34坪） 
・RC造陸屋根6階建
    1階部分
・3LDK・H26年3月築
・Ⓟ4,000円/月
・管理費／10,200円/月
・修繕積立金／4,700円/月
・庭／500円/月
・インターネット使用料／
    1,650円/月
・岩松小、岩松中校区

売マンション1 富士富士富士富士富士富士松松松松松松松松松  岡岡岡岡岡岡岡岡富士 松  岡
★全居室南向きで日当たり良好 ★広 リ々ビング
★ゆったりとした敷地でお庭でバーベキュー♪

万円810価格
〈仲介〉

土地／351.12㎡
          （106.21坪）
建物／97.71㎡
          （29.55坪） 
・木造2階建
・3SLDK
・H4年8月築
・Ⓟ2台
・白糸小、
    西富士中校区

売中古住宅2 富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮 内内内内内内内内  野野野野野野野野富士宮 内  野

万円2,880価格
〈売主〉

〈税込〉

土地／190.72㎡
          （57.69坪） 
建物／101.84㎡
          （30.79坪）
・木造在来2階建
・3LDK+書斎・Ⓟ4台
・令和3年7月建物完成
・富士南小、富士南中校区

分譲住宅12 富士富士富士富士富士富士富士富士富士富士富 水水水水水水水水水水水水水水水水戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸島島島島島島島島島島島島島島島島長長長長長長長長長長長長長長長長堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀（（（（（（（（（NN 1No1No1No1No.1No.1）））））））））富士 水戸島長堀（No.1）

万円2,889価格
〈売主〉

〈税込〉

土地／192.17㎡
　　　（58.13坪） 
建物／101.84㎡
　　　（30.79坪）
・木造在来2階建
・3LDK+書斎
・Ⓟ4台以上
・令和3年7月建物完成
・富士南小、富士南中校区

分譲住宅13 富士富士富士富士富士富士富士富士富士富士富 水水水水水水水水水水水水水水水水戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸島島島島島島島島島島島島島島島島長長長長長長長長長長長長長長長長堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀堀（（（（（（（（（NN 3No 3No 3No 3No.3No.3o 3）））））））））3333333富士 水戸島長堀（No.3）

万円2,693価格
〈売主〉

〈税込〉

土地／149.93㎡
　　　（45.35坪）
建物／88.50㎡
　　　（26.76坪）
・木造ガルバリウム鋼板2階建
・3LDK+ファミリークローゼット
・Ⓟ4台
・令和3年8月建物完成
・富士第二小、
    富士南中校区

分譲住宅9 富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富  水水水水水水水水水水水水水水水水戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸島島島島島島島島島島島島島島島島2222222222222222丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁目目目目目目目目目目目目目目目目（（（（（（（（（N 2No 2No 2No 2No.2No.2o ）））））））））富 士 水戸島2丁目（No.2）

※建築中photo※建築中photo

★水回りが集約した家事のしやすい間取り♪
★嬉しい標準装備も多数
★寝室には広々クローゼットを完備◎
★オール電化★駐車スペース楽々4台分

土地／167.49㎡
          （50.66坪）
建物／  89.42㎡
          （27.04坪）
・木造在来2階建
・3LDK
・Ⓟ3台
・令和3年1月建物完成
・富士中央小、富士中校区

★家族と顔を合わせやすいリビング階段！
★2階に小屋裏収納完備
★玄関からリビングを通らず洗面・浴室に行ける間取り◎ 
★オール電化

分譲住宅7 富士富士富士富士富士富士富士富士富士富士富 松松松松松松松松松松松松松松松松 本本本本本本本本本本本本本本本本（（（（（（（（（N 1No1No1No1No.1No.1o 222222）））））））））富士 松 本（No.12）

2,596価格
〈売主〉

〈税込〉
万円

★南面道路で日当たり良好♪
★嬉しい標準装備も多数
★玄関ホールの収納はお出かけグッズの収納にも◎ 
★オール電化

分譲住宅8 富士富士富士富士富士富士富士富士富士富士富 松松松松松松松松松松松松松松松松 本本本本本本本本本本本本本本本本（（（（（（（（（N 1No1No1No1No.1No.1o 3333333）））））））））3333333富士 松 本（No.13）

2,598価格
〈売主〉

〈税込〉
万円

土地／168.81㎡
          （51.06坪）
建物／91.50㎡
          （27.67坪）
・木造在来2階建
・3SLDK
・Ⓟ3台
・令和3年1月建物完成
・富士中央小、富士中校区

★収納力が自慢の住まい♪1階ホール、LDKなど
     各所に収納を完備
★オール電化住宅 ★嬉しい標準装備も多数
★陽当たりの良いバルコニーには
    各居室から出入り可能◎

万円2,698価格
〈売主〉

〈税込〉

土地／145.69㎡
          （44.06坪）
建物／  89.42㎡
          （27.04坪）
・木造陶器瓦葺2階建
・3SLDK・Ⓟ3台
・令和3年8月
　建物完成
・富士第二小、富士南中校区

分譲住宅10 富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富  水水水水水水水水水水水水水水水水戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸島島島島島島島島島島島島島島島島2222222222222222丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁目目目目目目目目目目目目目目目目（（（（（（（（（N 1No 1No 1No 1No.1No.1o ）））））））））富 士 水戸島2丁目（No.1）

※建築中photo※建築中photo

万円2,698価格
〈売主〉

〈税込〉

土地／169.27㎡
         （51.20坪） 
建物／  96.05㎡
         （29.04坪）
・木造在来2階建
・3LDK+WIC
・Ⓟ4台以上
・令和3年10月頃
　建物完成予定
・富士根南小 、
　富士根南中校区

分譲住宅11 富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富 宮 小小小小小小小小小小小小小小小小小 泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉（（（（（（（（（（NN 1No 1No 1No 1No 1No.1No.1No.166666666））））））））））66666666富士宮 小 泉（No.16）

※イメージイラスト※イメージイラスト

★13帖の小屋裏収納、テレワークスペースとしても
    使える書斎付
★オール電化
★浴室暖房乾燥機etc
     嬉しい標準装備も多数

万円2,950価格
〈売主〉

〈税込〉

土地／189.70㎡
         （57.38坪）
建物／103.51㎡
         （31.31坪）
・木造在来2階建
・3LDK+書斎・Ⓟ3台
・令和3年11月頃
　建物完成予定
・大宮小、富士宮第二中校区

分譲住宅14 富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮富 宮 豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊 町町町町町町町町町町町町町町町町富士宮 豊 町

※イメージイラスト※イメージイラスト

万円2,980価格
〈売主〉

〈税込〉

土地／168.66㎡
          （51.02坪） 
建物／101.85㎡
          （30.80坪）
・木造在来2階建
・3SLDK+WIC
・Ⓟ4台
・令和3年9月頃
　建物完成予定
・岩松小、岩松中校区

分譲住宅15 富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富 士富  松松松松松松松松松松松松松松松松岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡柳柳柳柳柳柳柳柳柳柳柳柳柳柳柳柳川川川川川川川川川川川川川川川川（（（（（（（（（NN 1No1No1No1No.1No.1）））））））））富 士 松岡柳川（No.1）

※イメージイラスト※イメージイラスト

★2方向から出入り可能なウォークインクローゼット◎
★オール電化★キッチンには嬉しいパントリー付き♪
★嬉しい標準装備も多数

★太陽光発電約6.65kW搭載♪★オール電化
★2階には書斎としても使える納戸付き◎
★嬉しい標準装備も多数★駐車スペース楽々4台分

★太陽光発電約6.6kW搭載で陽当たり良好◎
★オール電化
★玄関クロークはアウトドア用品の収納にも！
★テレワークスペースとしても
     つかえる書斎

★LDKは3か所の収納で生活スペースはすっきり
★オール電化
★テレワークスペースとしても使える書斎付
★嬉しい標準装備も多数

万円890価格
〈仲介〉

土地／220.21㎡
          （66.61坪）
建物／98.53㎡
          （29.81坪） 
・木造2階建
・4DK
・S55年6月築
・Ⓟ3台
・富士見小、
    富士根南中校区

売中古住宅3 富士宮富士宮富士宮富士宮富士宮 大大大大大大大大  岩岩岩岩岩岩岩岩富士宮 大  岩
★スーパーやドラッグストアなどが近く、利便性良好
★屋根・浴室・玄関・1階居室リフォーム済み

★利便性良好で閑静な住宅街
★80坪以上の広 と々した敷地
★クリエイトエス・ディー富士木の宮店約140ｍ
土地／269.00㎡
         （81.37坪）
・地目／
　雑種地、畑、山林
・第1種低層住専
・建ぺい率／40％
・容積率／60％
・農転手続、売主負担
・地目変更、買主負担
・青葉台小 、
　吉原第二中校区

売土地5 富士富士富士富士富士富士富士富士富士 富 今今今今今今今今今今今今今今今今今  泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉泉富士 今  泉
★分譲地内 ★旧国1近く ★柚木駅約550ｍ
★岩松小学校約950ｍ 、岩松中学校約1,300ｍ
土地／174.00㎡
         （52.63坪）
・地目／宅地
・第1種住居地域
・建ぺい率／60％
・容積率／200％
・現況／造成中
・引渡／
　令和4年2月頃予定
・岩松小 、岩松中校区

売土地4 富士富士富士富士富士富士富士富士富士富 松松松松松松松松松松松松松松松松松  岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡富士 松  岡

★90坪以上の広々とした敷地 ★陽当たり良好 
★利便性良好 ★新幹線新富士駅約1,000ｍ
土地／328.43㎡
         （99.35坪）
・地目／宅地
・第1種住居地域
・建ぺい率／70％
・容積率／200％
・富士南小 、
　富士南中校区

売土地6 富士富士富士富士富士富士富士富士富士 富 宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮  島島島島島島島島島島島島島島島島島富士 宮  島


