
フジケンの取り組みの一部をご紹介します！ 
“地域から愛される企業を目指して”

「ママすま」は皆様の毎日をもっと楽しく、
もっとハッピーにできたら･･･
そんな思いで開催している定期イベントです♪
あなたのお越しをお待ちしております★

住宅ローンや税金、年金制度、子どもの養育費に生命保
険・・・。住まいだけではなく、お金にまつわるムズカシイこ
とってたくさんありますよね。

フジケンでは、お住まいの購入をご検討中の方や、お住ま
いをご購入いただいた方、そしてそのご友人へ向けて、5
月29日（日）にお金の悩みを解決するセミナーを実施いた
しました！

当日はお金に関する幅広い知識を持つファイナンシャルプ
ランナーが来場、きっちり相談に乗り、一緒に考え、来場さ
れた方の夢を実現するサポートをしてくれました。会場に
はお子様が遊べるキッズスペースも用意し、家族連れの
方が多数お見えに！
お茶とおかしを食べリラックスされながらも、みなさん、家族
のライフプランについて真剣にお考えのご様子でした。

お金のプロ・ファイナンシャルプランナーによる
家を買ったら知っておきたい「お金の話セミナー」を実施しました！

0120-36-3016
見学会は随時行っております。
お気軽にご予約ください！

ご要望にお応えしまして

見学地はフジケン本社より車で約５分！
本社より送迎いたします
※実際のマンションのため詳細は控えさせて頂きます。
※写真は施工事例です。

チラシ・店頭ではイメージが湧かない…
そんなお客様のご要望に応えて、

実際のマンション一室を
完全リフォーム！

『実例を見て相談できる空間が
誕生しました！』

しつこい勧誘一切ナシ！ぜひ聞きたい事だけ聞いてください

＜リフォーム・リノベーションの注文に関するお問い合わせ＞

わたくしが
ご案内
致します！

リフォーム 実例実例実例実例

見学会 見学会 見学会 見学会 見るだけ・聞くだけOK!

ママと笑顔をつなぐ 
ママすま

フー子ちゃん

参加無料

要予約

お子様連れでも安心♪

授乳室・ウォーターサーバー・キッズコーナー・
ダンボール迷路・ベビーベッド・チェア・ボールプール

★ママ応援アイテム

初めてだから行きづらい、、、子供が騒ぎそうで心配、、、赤ちゃん・子供の面倒を見る人がいない、、、
そんな方、ママすまは大歓迎です★お子様がのびのび遊べる空間、
女性がリラックスできる環境を用意してお待ちしております！

各会場にて開催中♪
ハウジングサロンマンションギャラリー

月に1度バースデーイベントを開催しています!

スクラッチ
アート教室

7月1日（金）

ハーブでつくる
モイストポプリ教室

7月7日（木）

クレイ（粘土）クラフト
マカロンマグネット作り

7月21日（木）

ベビママ
タッチングヨガ

7月15日（金）

★７月生まれのお子様対象
7月18日（月／祝）10:30～12:00

●参加費/ 無料  ●持ち物/ なし

ハウジングサロンにて

ハウジングサロンにて

ハウジングサロン&マンションギャラリーにて開催♬

ハウジングサロンにてマンションギャラリーにてマンションギャラリーにて

笑いとヨガで健康＆リラックス効果抜群
★

最初は恥ずかしがって笑うのに抵抗
があったママや

お子様も、最後には楽しかった！ストレ
ス解消になった！

また参加したい！と笑顔で帰っていか
れました。

笑いヨガ、おうちでも是非試してみてく
ださいね～。

5/13㊎ Report!本日は中山先生の「笑いヨガ」！

after

before
ご要望にお応えして

詳しくは、各会場まで
お気軽にお問合せください♪

ご予約は
こちら

今後もイベント盛沢山♪

セミナーに参加された方のお声

ハウジングサロン
0120-190-036

マンションギャラリー
0120-337-921

個別の相談にも
講師が対応！

質問が飛び交う
活気のある
セミナーでした

無理のない頭金と
返済プランの計画が
立てられてよかった

(K様・女性)

喜びのお声を聞く事ができました。
またこうした取り組みもフジケンでは実施してまいりますので、お気軽にご参加ください♪

※イラストはイメージです。実際とは異なります。

お子さまを
お連れの方も
安心♪

ライフプランが立てられました♪

将来の生活支出の
イメージが持てて、
それに向けて家計の
見直しができ安心しました
(S様・女性) (Y様・男性)(K様・男性)

家計の見直しができて
ゆとりができたので
ワンランク上の
住まいを検討します

住宅以外にもお金に
関するいろいろな話も
聞けて
勉強になった

夏だ！緑いっぱいの公園でのびのび過ごそう！

interview ：□□□□□□

フジケンと地域のコミュニケーション情報誌 ウィズ

■ ミッドシティプレミアム北岡崎 物件概要 ●所在地／岡崎市井田西町17番1外9筆用途地域●交通／愛知環状鉄道「北岡崎」駅徒歩3分
●用途地域／工業地域●建ぺい率／60％●容積率／200％●敷地面積／1,969.66㎡●建築面積／469.74㎡●建築延床面積／4,062.79
㎡●構造・規模／鉄筋コンクリート造・地上12階建●総戸数／47戸●建築確認番号／第H27確認建築CI東海A70651号（平成28年3月10
日）●竣工予定／平成29年9月下旬●入居予定／平成29年11月下旬●事業主・売主／株式会社フジケン●設計・監理／㈱蓮建築設計●
施工／太啓建設㈱●管理会社／株式会社フジケンハウジング●管理形態／区分所有者全員で管理組合を結成し、株式会社フジケンハウ
ジングに委託予定●販売戸数／未定●予定販売価格／未定●予定最多価格帯／未定●管理費等／未定●住戸専有面積／66.55㎡～
84.70㎡●バルコニー面積／11.34㎡～16.02㎡●広告制作年月日／平成28年6月15日●広告有効期限／平成28年8月末日

岡崎市上地1丁目[4区画]　物件概要●所在地/岡崎市上地一丁目●交通/名鉄バス「上地郵便
局口」停 徒歩4分●用途地域/第一種中高層住居専用地域●建ぺい率/60％●総区画数/4区
画●地目/宅地●容積率/200％●販売区画数/4区画●敷地面積/133.28㎡（40.31坪）～161.39
㎡（48.82坪）●建物面積/102.49㎡（31.00坪）～108.50㎡（32.82坪）●販売価格/3688.8万円～
3899.0万円（税込）●建築確認番号/第愛建2016建築確認00141号(1号地)●接面道路/北東
側：幅員6m、南東側：幅員6m●完成予定/2016年6月初旬●設備/中部電力、都市ガス、市営上
水道、公共下水道●私道負担/なし●備考/水道加入金・負担金：129,600 円(φ 20 mm)

岡崎市上六名町[3区画]　物件概要●所在地/岡崎市上六名町字原1番1、上六名町字木ノ座
44番7、44番8●交通/名鉄名古屋本線「東岡崎」駅 徒歩13分●用途地域/工業地域●建ぺい
率/60％●総区画数/3区画●地目/宅地●容積率/200％●販売区画数/2区画●敷地面積
/142.22㎡(43.02坪)・142.53㎡(43.11坪)●建物面積/106.00㎡(32.06坪)・106.83㎡(32.31坪)●販
売価格/3989.6万円・3990.4万円●建築確認番号/第愛建2016建築確認00892号(3号地)●接
面道路/東側：幅員4m●完成予定/未定●設備/中部電力、都市ガス、市営上水道、公共下水
道●私道負担/なし●備考/水道加入金・負担金：129,600 円(φ 20 mm)

敷地面積（約43.02坪）

142.22㎡
■延床面積 /106.83㎡（約32.31坪）

）坪35.71約（ ㎡79.75/積面床階1■
■2階床面積/48.86㎡（約14.78坪）

No.3
敷地面積（約48.82坪）

161.39㎡
■延床面積 /102.49㎡（約31.00坪）

）坪79.51約（ ㎡08.25/積面床階1■
■2階床面積/49.69㎡（約15.03坪）

No.1

新築分譲戸建

新築分譲マンション

フジケン ラインスタンプ 検  索

スタンプ
好評発売中！

フジケンインフォメーション

フジケン マンション物件の詳細は▶http://www.fujiken-mansion.com

フジケン 戸建物件の詳細は▶http://www.fujiken-kodate.com

予告広告専有面積・バルコニー面
積等の数値は今後販売

予定の全住戸47戸を基礎としています。確定後
の販売戸数、専有面積等は本広告においてお
知らせします。販売開始するまでは、契約または
予約の受付は一切お受けできませんのでご了承

）月7年82成平／期時定予売販（。いさだく

Mid City Premium
KITAOKAZAKI

「北岡崎」駅

愛知環状鉄道
国道248号線

※上記時間以外でご希望の方はお問い合わせください。平日もご見学いただけます。(定休日/火・水曜日)

6/25㊏26㊐、7/2㊏3㊐
事前案内会［予約受付開始］

①9:30　②13:30　③16:30

豊富な利便施設 100％以上平面駐車場採用
全戸南向き幅広い間取りサイズで多彩な暮らし方に対応

※撮影写真は2016年2月に撮影したもので、一部CG加工が施されています。※距離は地図上の概測で、徒歩時間は80m/分として換算したものです。渋滞・信号待ち時間は含まれておりません。時間帯・交通事情などにより、さらに時間を要する場合がありますので予めご了承ください。※撮影写真は2016年2月に撮影したもので、一部CG加工が施されています。※距離は地図上の概測で、徒歩時間は80m/分として換算したものです。渋滞・信号待ち時間は含まれておりません。時間帯・交通事情などにより、さらに時間を要する場合がありますので予めご了承ください。

様々なライフスタイルに合わせてお選び頂けます

2LDK～4LDK
敷地内
平面駐車場 ％以上

（590ｍ）（約170m）

ミッドシティプレミアム北岡崎 全47戸・地上12階建 プロジェクト始動［資料請求受付開始］ 

+WIC+SIC4LDK +畳コーナー+WIC+SIC3LDK
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今月の注目物件！！

お問合せ・資料請求は▶ハウジングサロン 岡崎市柱町下弁当8-3   　 0120-190-036

岡崎プレミアムマンションギャラリー ▶岡崎市大平町字石亀93-1 0120-337-921

案内会開催日程
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フジ犬くん
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