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※現品の為、売却済の場合がありますので、お問い合わせの上ご確認願います。

 　　　　⼩屋のワ　6畳
2,150 × 4,650

 　　  　Demado6畳+出窓1.5畳
2,275×4,390

　　　　◆⼩屋やさん　現品ラインナップ◆

★隈研吾サイン付
￥3,700,000 → ¥3,330,000 ¥2,471,000 → ¥2,223,000

 切妻　シンプル　6畳
1,820×5,460

　　　　　切妻2.5⼨ ナチュラル 6畳
1,820×5,460

※⼩屋本体+⼤型庇・ウッドデッキ ※⼩屋本体+内装⼯事+外部⾯格⼦

¥1,179,200 → ¥1,061,000 ¥2,416,000 → ¥2,174,000

→ A :\1,730,000
B :\2,444,000¥2,569,000 → ¥2,312,000

⽚袖　モダン　6畳
2,150×4,650

Ｓｔｉｌｌ　5畳　　　　　　　　　　　2,150
×3,850

※⼩屋本体 　　　※⼩屋本体+内装⼯事（ミニキッチン、ユニットバス付）

 Motor Base　5畳
2,150×3,850

両袖　モダン　5畳
2,275×3,640

※⼩屋本体+内装⼯事（ミニキッチン、シャワー&パウダー付） ※⼩屋本体+内装⼯事

　A/102

A :\1,923,000
B :\2,716,000

※⼩屋本体+内装⼯事 ※⼩屋本体+内装⼯事

¥1,625,000 → ¥1,462,000 ¥1,538,000 → ¥1,384,000

[⼩屋の森][⼩屋の森]

[⼩屋の森]

[⼩屋の森] [⼩屋の森]

[⼩屋の森] [⼩屋の森]

[⼩屋の森]
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[東岡⼭]︓東岡⼭無⼈展⽰場　[丸⻲]︓丸⻲無⼈展⽰場　[⽶倉]︓⽶倉⼩屋やさん⼯場　　(株)植⽥板⾦店

　　　　⽚流れ　プロバンス　5畳
1,820×4,550

切妻　和　5畳
1,820×4,550

[⼩屋の森]︓⼩屋の森展⽰場　[江並]︓江並無⼈展⽰場　[RSKバラ園]︓RSKバラ園

¥1,067,000 → ¥960,000 ¥1,117,600 → ¥1,005,000

　 箱型　ナチュラル　5畳
2,275×3,640

　　⽚流れ　シンプル　3畳
1,820×2,730

※⼩屋本体 ※⼩屋本体

¥931,000 → ¥837,000 ¥668,000 → ¥601,000

　　切妻　ナチュラル　3畳
1,820×2,730

　　軒ゼロ　シンプル　3畳
2,275×2,275

※⼩屋本体 ※⼩屋本体

¥671,000 → ¥603,000 ¥708,000 → ¥637,000

箱型　和　3畳
2,150×2,300

　　　　　⽚流れ　ナチュラル　2畳
1,365×2,400

※⼩屋本体 ※⼩屋本体

※⼩屋本体 ※⼩屋本体

¥606,000 ¥551,000 → ¥495,000¥674,000 →

[⼩屋の森]

[⼩屋の森] [⼩屋の森]

[⼩屋の森] [⼩屋の森]

[⼩屋の森] [⼩屋の森]

[⼩屋の森] [⼩屋の森

[東岡⼭

[東岡⼭

[RSK
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　　　　 Motor BaseⅡ6畳
2,150 × 4,650

箱型　シンプル　6畳
2,275×4,390

¥1,728,700 → ¥1,555,000

　軒ゼロ　プロバンス　6畳
2,150×4,650

⽚袖　モダン　6畳
2,150×4,650

※⼩屋本体+内装⼯事 ※⼩屋本体+内装⼯事

¥1,714,600 → ¥1,543,000 ¥1,658,600 → ¥1,492,000

　　⽚流れ　ナチュラル　6畳
1,820×5,460

両袖　モダン　6畳
2,150×4,650

※⼩屋本体+内装⼯事

¥1,441,000 ¥1,651,600 → ¥1,486,000

　　　　　　　  ＧＬ ６畳 【Black】
2,150 × 4,650

　　　　　⽚流れ　プロバンス　5畳
1,820 × 4,550

※⼩屋本体+内装⼯事 ※⼩屋本体+内装⼯事

¥1,170,000 ¥1,739,500 → ¥1,565,000¥1,300,000 →

★受注⽣産 ¥1,730,000
※屋上バルコニー￥1,200,000

※⼩屋本体+内装⼯事

※⼩屋本体+内装⼯事 ※⼩屋本体+内装⼯事

¥1,601,600 →

[⼩屋の森] [東岡⼭]

[東岡⼭]

[東岡⼭]

[東岡⼭]

[東岡⼭]

[RSKバラ園・江崎] [RSKバラ園]
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※税別⾦額です
※基礎⼯事が別途必要となります
※オプションで断熱材や内装⼯事も可能です

※固定資産税が必要となる場合があります
※運搬費⽤及び設置費⽤は別途となります
※10㎡以下ですが建築確認申請が必要な場合があります
※現品の為、外装・内装に傷や汚れがある場合があります

箱型　シンプル　6畳
2,275×4,390

　　　　⽚流れ　プロバンス　5畳
1,820×4,550

¥1,101,000 → ¥990,000 ¥1,574,000 → ¥1,416,000
※⼩屋本体 ※⼩屋本体+内装⼯事

箱型　プロバンス　4畳
2,275×2,730

⽚流れ　和　3畳
1,820×2,730

¥862,000 → ¥775,000 ¥711,700 → ¥640,000
※⼩屋本体 ※⼩屋本体

ＧＬ　6畳
2,150×4,650

       切妻　プロバンス　4畳
1,820×3,640

　　両袖　モダン　5畳
2,150×3,850

¥953,000
※⼩屋本体 ※⼩屋本体

¥857,000 ¥711,000 →

⽚流れ　プロバンス　3畳
1,820×2、730

※⼩屋本体+内装⼯事 ※⼩屋本体+内装⼯事+外部オプション

¥1,300,000 → ¥1,170,000 ¥1,621,700 → ¥1,459,000

¥639,000→

[江崎] [江崎][江崎]

[江崎]

[丸⻲] [丸⻲]

[⽶倉] [⽶倉]

[江崎]


