
《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 1 ・ 2 所在地 神園四丁目 

団地名  常盤 校区 神野小・成章中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 

  

1．225 号室              2． 725 号室 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 3 所在地 高木瀬西三丁目 

団地名  高木 校区 高木瀬小・城北中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 4 ・ 5 ・ 6 ・ 41 所在地 鍋島町八戸溝 

団地名  西佐賀 校区 開成小・鍋島中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 

  

4. 114 号室             6． 618 号室 

5. 125 号室             41. 522 号室 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 7 ・ 8 ・ 9 ・ 42 所在地 鍋島二丁目 

団地名  鍋島西 校区 鍋島小・鍋島中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 10 ・ 11 所在地 本庄町本庄 

団地名  正里 校区 本庄小・城西中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 12 所在地 光三丁目 

団地名  西与賀 校区 西与賀小・城西中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 13 所在地 鍋島町森田 

団地名  江頭 校区 開成小・鍋島中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 エレベーターあり 給湯設備あり 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 14 ・ 43 所在地 嘉瀬町中原 

団地名  嘉瀬 校区 嘉瀬小・昭栄中 

ガス設備 佐賀ガス 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 エレベーターあり・ 給湯設備あり・ 光配線方式のインターネット利用は不可 

 

14. A306 号室             43. B212 号室 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 15 ・ 44 所在地 諸富町為重 

団地名  東寺井 校区 諸富小・諸富中 

ガス設備 プロパン 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 給湯設備あり 

 

15. D303 号室              44. A202 号室 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 16 所在地 大和町久池井 

団地名  小川 校区 春日北小・大和中 

ガス設備 プロパン 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他  

 浴室のみ給湯有 

 

1 階                 2 階  



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 17 所在地 富士町小副川 

団地名  小副川永渕 校区 小中一貫校 富士校 

ガス設備 プロパン 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他 要 有線テレビ契約 

 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 18 ・ 19 所在地 富士町小副川 

団地名  小副川ひなた 校区 小中一貫校 富士校 

ガス設備 プロパン 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他 要 有線テレビ契約 

 給湯設備あり 

 

18. 201 号室            19. 305 号室 

           2 階 

 

 

 

 

 

                        

1 階 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 20 所在地 富士町中原 

団地名  中原 校区 小中一貫校 北山校 

ガス設備 プロパン 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他 要 有線テレビ契約 

 電気温水器あり 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 21 所在地 富士町古湯 

団地名  古湯本村 校区 小中一貫校 富士校 

ガス設備 プロパン 下水設備 下水道 

浴槽・風呂釜 あり その他 要 有線テレビ契約 

 給湯設備あり 

 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 22 所在地 三瀬村三瀬 

団地名  岸高 校区 小中一貫校 三瀬校 

ガス設備 プロパン 下水設備 浄化槽 

浴槽・風呂釜 あり その他 要 有線テレビ契約 

 給湯設備あり  

 

1 階                2 階 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 23 ・ 24 所在地 三瀬村三瀬 

団地名  弥栄 校区 小中一貫校 三瀬校 

ガス設備 プロパン 下水設備 浄化槽 

浴槽・風呂釜 あり その他 要 有線テレビ契約 

 

 

1 階                 2 階 



《間取りは反転していたり、その他多少実際と違っていたりすることがあります。》 

募集番号 25 所在地 三瀬村三瀬 

団地名  弥栄第 2 校区 小中一貫校 三瀬校 

ガス設備 プロパン 下水設備 浄化槽 

浴槽・風呂釜 あり その他 要 有線テレビ契約 

 給湯設備あり 

 

 


