
※建築中photo

★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

★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

土地／167.49㎡
　　　 （50.66坪） 

分譲住宅7

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、富士中学区 万円2,596価格

〈売主〉
〈税込〉

★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 ク々ローゼットを完備◎
★オール電化★駐車スペース楽々4台分
土地／149.93㎡
　　　 （45.35坪） 

分譲住宅9

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、
　富士南中学区 万円2,693価格

〈売主〉
〈税込〉

★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

★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
土地／190.72㎡
　　　 （57.69坪） 

分譲住宅12

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、富士南中学区 万円2,880価格

〈売主〉
〈税込〉

★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6.65kW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
土地／168.66㎡
　　　 （51.02坪） 

分譲住宅15

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
●岩松小、岩松中学区 万円2,980価格

〈売主〉
〈税込〉

★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

★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
土地／189.70㎡ 
　　　 （57.38坪）

分譲住宅14

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、富士宮第二中学区 万円2,950価格

〈売主〉
〈税込〉

★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

★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
土地／169.27㎡
　　　 （51.20坪） 

分譲住宅11

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、
　富士根南中学区 万円2,698価格

〈売主〉
〈税込〉

★全7区画分譲地内★全区画50坪以上の敷地
★閑静で暮らしやすい環境★富士宮方面へのアクセスも良好
★建築条件付き★参考プランの作成も随時承ります
土地／166.22㎡ 
　　　 （50.28坪）

 

売土地1

●地目／
　宅地
●第2種中高層住専
●建ぺい率／60％
●容積率／150％
●岩松北小、
　岩松中学区

万円1,092価格
〈売主〉

富士富士 （No.12)（No.12)松  本松  本
★閑静な分譲地内★太陽光発電約4.94kW搭載
★お子様のお昼寝などにも便利な4.5帖の和室
★急な雨にも安心のインナーバルコニー付き
★省令準耐火構造、フラット35S対応

★閑静な分譲地内★太陽光発電約4.94kW搭載
★お子様のお昼寝などにも便利な4.5帖の和室
★急な雨にも安心のインナーバルコニー付き
★省令準耐火構造、フラット35S対応

土地／150.27㎡
　　　 （45.46坪） 

分譲住宅10

建物／97.70㎡ 
　　　 （29.54坪）
●木造ガルバリウム鋼板2階建
●4LDK
●Ⓟ3台
●令和4年■月建物完成
●伝法小、吉原第一中学区 万円3,015価格

〈売主〉
〈税込〉

富士富士 （No.1)（No.1)浅間上町浅間上町
★森島南分譲地内★陽当たり良好★家事動線を意識した間取り
★玄関クロークはアウトドア用品の収納にも
★突然の雨にも安心のインナーバルコニー付き
★寝室はゆとりの10帖★書斎は自分だけのプライベート空間に

★森島南分譲地内★陽当たり良好★家事動線を意識した間取り
★玄関クロークはアウトドア用品の収納にも
★突然の雨にも安心のインナーバルコニー付き
★寝室はゆとりの10帖★書斎は自分だけのプライベート空間に

土地／173.43㎡
　　　 （52.46坪） 

分譲住宅8

建物／106.82㎡ 
　　　 （32.31坪）
●木造陶器瓦葺2階建
●■LDK
●Ⓟ3台
●令和4年■月建物完成
●富士南小、富士南中学区 万円2,822価格

〈売主〉
〈税込〉

富士富士 （No.4)（No.4)森  島森  島
★全7区画分譲地内★玄関クローク付き★家事動線を意識した間取り
★キッチン横にはパントリーを完備★寝室はゆとりの10帖
★突然の雨にも安心のインナーバルコニー付き
★オール電化住宅

★全7区画分譲地内★玄関クローク付き★家事動線を意識した間取り
★キッチン横にはパントリーを完備★寝室はゆとりの10帖
★突然の雨にも安心のインナーバルコニー付き
★オール電化住宅

土地／179.07㎡
　　　 （54.17坪） 

分譲住宅6

建物／103.50㎡ 
　　　 （31.30坪）
●木造ガルバリウム鋼板2階建
●■LDK
●Ⓟ4台
●令和3年12月建物完成
●岩松北小、岩松中学区 万円3,048価格

〈売主〉
〈税込〉

富士富士 （No.2)（No.2)岩  本岩  本

★マイタウン松本南全10区画分譲地内★陽当たり良好
★太陽光発電約5.51kW搭載★リビングや和室が見えるキッチン
★10帖の寝室にはウォークインクローゼット
★オール電化住宅★省令準耐火構造

★マイタウン松本南全10区画分譲地内★陽当たり良好
★太陽光発電約5.51kW搭載★リビングや和室が見えるキッチン
★10帖の寝室にはウォークインクローゼット
★オール電化住宅★省令準耐火構造

土地／183.22㎡
　　　 （55.42坪） 

分譲住宅13

建物／101.84㎡ 
　　　 （30.80坪）
●木造ガルバリウム鋼板2階建
●■LDK
●Ⓟ■台
●令和4年■月建物完成
●富士中央小、富士中学区 万円3,130価格

〈売主〉
〈税込〉

富士富士 （No.1)（No.1)松 本松 本

富士富士 （No.2)（No.2)水戸島2丁目水戸島2丁目

富士富士 （No.1)（No.1)水戸島長堀水戸島長堀 富士富士 （No.1)（No.1)松岡柳川松岡柳川富士宮富士宮 豊  町豊  町

富士富士 岩本南岩本南

富士宮富士宮 （No.16)（No.16)小  泉小  泉

（No.4)

★マイタウン松岡柳川全14区画分譲地★建築条件付き
★スーパーや保育園が近く、子育て世帯の方にも★JR柚木駅まで約750m
★エブリィビックデーまで約150m★松岡保育園まで約50m
土地／167.17㎡ 
　　　 （50.56坪）

 

売土地2

●地目／宅地
●第2種中高層住専
●建ぺい率／60％
●容積率／150％
●岩松小、
　岩松中学区

万円1,138価格
〈売主〉

富士富士 松  岡松  岡（No.5)

★東名富士インターへアクセス良好
★建築条件付き★70坪以上の広 と々した敷地
★伝法小学校まで約400m
土地／263.13㎡ 
　　　 （79.59坪）

 

売土地4

●地目／宅地
●工業地域
●建ぺい率／60％
●容積率／200％
●伝法小、
　吉原第一中学区

万円1,350価格
〈売主〉

富士富士 伝  法伝  法
★閑静な分譲地内★3区画分譲地
★土地面積は50坪以上
★各方面へのアクセス良好★建築条件付き
土地／176.83㎡ 
　　　 （53.49坪）

 

売土地3

●地目／宅地
●第1種中高層住専
●建ぺい率／60％
●容積率／150％
●富士第二小、
　富士南中学区

万円890価格
〈売主〉

富士富士 松  岡松  岡
★マイタウン三ッ沢全21区画分譲地★閑静な住宅地
★大型分譲地で新しい街並みづくりが始まります!
土地／167.60㎡ 
　　　 （50.69坪）
　　～208.75㎡ 
　　　 （63.15坪） 

売土地

●地目／畑（宅地予定）
●第1種中高層住専・第1種低層住専
●建ぺい率／50％
●容積率／80・100％
●青葉台小、吉原第二中学区

万円897～1,086価格
〈売主〉

富士富士 三ッ沢三ッ沢
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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

無料
査定

買取り戸建
土地

お客様のプライバシーを守ります

お気軽にお問い合わせください
相談・見積り無料 スピード対応

ホームページもご覧下さい。最新情報公開中


