
物件詳細

・中心部の築浅分譲マンションに住みたい方
・市電や富山駅近くの物件に住みたい方
・家具家電付物件をお探しの方
・充実設備の物件に住みたい方
・富山市を一望できる13階の展望を楽しみたい方

中古
マンション 2SLDK・角部屋 芝園小/芝園中

プレミストタワー総曲輪　13階

こんな方にオススメです！

芝園小学校 徒歩22分　芝園中学校 徒歩22分
ピアゴ 徒歩3分 徳風幼稚園 徒歩3分
総曲輪フェリオ 徒歩3分 TOYAMAきらり　徒歩3分

物件詳細

◆所在/富山市総曲輪3丁目4番26◆交通/市電「西町北」駅徒歩1分
◆築年月/R1年5月◆専有面積/80.59㎡（24.37坪）
◆バルコニー面積/31.73㎡（9.59坪）◆総戸数/206戸
◆構造/鉄筋コンクリート造23階建13階部分◆管理形態/全部委託
◆管理人/日勤◆設備/公共上下水道・北陸電力◆管理費等/36,028円/月（管
理費19,188円/月、修繕積立金15,300円/月、CATV使用料550円/月、インター
ネット使用料990円/月）◆駐車場/敷地内機械式12,000～18,000/月（区画に
よって高さ制限有・都度空き確認要）
◆備考/地下に駐輪場、タイヤトランク有（別途EV有）◆現況/空室
◆引渡/即可◆取引態様/仲介

担当：富永

LDK全景 まとまりのある空
間にこだわりの設備。間取
りはオプションオーダーに
て一部変更（リビング拡張）

HPに物件掲載中♪
富山県知事(3)2832号（公社）全国宅地建物取引業協会連合会 （公社）富山県宅地建物取引業協会 北陸不動産公正取引協議会

ＶｉＶｉ不動産株式会社 0120-145-151
いい仕事！ 一期一会☎ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

〒939-8073 富山市大町230番1 TEL：076-482-2577／FAX：076-482-2578
お気軽にお問い合わせください！HPに360°カメラ画掲載中！ https://vivi-f.jp/

ダイニング_海外製のダイニ
ングセット 伸縮式で必要に
応じてテーブルを拡げる事
ができます。ホームパー
ティーもできますね♪

キッチンの様子_家事の動線
を考えたキャビネットを各種
設置。各キャビネットには、
静かにゆっくり閉まるブル
モーション機能付きで、快適
な使い勝手を実現

リビングダイニングの様子
おしゃれなシャンデリア調
の照明（LED）にオーダー
カーテン、高級家具家電付
き。大人のくつろぎ時間を
演出します。

リビング シャンデリア調の
LED照明。シーンに応じた点
灯・点滅・調光ができ、優雅
な日々を綺麗に照らしてくれ
ます。

静音仕様のミドルサイズシン
ク シンク裏面に制振材を貼
ることで、シンクに水やお湯
があたる音や、物を落とした
時の音を低減します。

リビング_シャープ製80イン
チ8K対応の大型テレビ。8K
倍速液晶と8K高画質エン
ジンで、AQUOS史上最高
画質を実現。サラウンドシ
ステムも付帯します。

LDK ダイキンのうるさら7！
光速ストリーマ機能（空気清
浄）付き、サーキュレーター
機能搭載200Vエアコン。

キッチン_オプションのカップ
ボード、吊り戸棚、冷蔵庫置
場の様子。冷蔵庫はシャー
プ製のドアの開閉がラクラク
電動どっちもドア＆プラズマ
クラスター搭載モデルが付
帯！

コンシェルジュ受付カ
ウンター

1階 エントランスオート
ロック内のくつろげるロ
ビー

1階 オートロック玄関
内エントランスの様子

1階 エントランスオート
ロック内の宅配BOX 
鍵をかざすだけのセン
サーキータイプ

1階 エントランスオート
ロック内のメールBOX

エレベーター3基（内2
基はペットボタン有り、
1基は非常用および車
椅子対応）

マンションはオートロッ
ク。鍵を持っているだ
けでOK!ノンタッチキー
採用。

敷地内バイク置場 マンション地下の駐輪
場。タイヤトランクもあ
ります

敷地内タワーパーキン
グの様子

洋室7.3帖の様子 大容量物入れやク
ローゼット、付帯設備としてオーダー
カーテン、LED照明、シャープ製壁掛
けテレビ、ダイキンのストリーマ機能
付きエアコン、未使用ベッド。

洋室7.3帖_シャープ製壁掛けテレビ
とダイキンのストリーマ内部クリーン
機能（カビ抑制効果等）

レンジフード すきま風
を利用した整流板の効
果で、優れた吸引力を
実現！

おしゃれなワイングラス
ハンガー付きでグラス
も立派なインテリアに！

洋室7.3帖_大容量物入
れ内の様子 押入れ横
は高さ変更可能な棚付
き

洋室7.3帖 未使用ベッ
ド_テンピュールマットレ
ス！体温、体重、体形
に反応して、深く快適な
眠りをお届けします。

洋室7.3帖_ダイキンの
ストリーマ内部クリーン
機能（カビ抑制効果等）
付きエアコン

IHクッキングヒーター トリプ
ルIHでスピーティーに効率よ
く調理が可能です。

ビルトイン食器洗い乾燥機
スマートに美しく、キッチンと
融合するスリムデザインが
特徴。乾燥専用ヒーターの
ため、小物類がこげる心配
もなく、ニオイも付きにくい仕
様です。

キッチン側からも給湯器の
操作が可能＆バスルームと
の通話機能付き！

洋室5.4帖 収納便利な
クローゼット、付帯設備
としてオーダーカーテン、
LED照明、シャープ製
壁掛けテレビ、ダイキン
のストリーマ機能付きエ
アコン、未使用ベッド。

洋室5.4帖 未使用ベッド
_テンピュールマットレ
ス！体温、体重、体形
に反応して、深く快適な
眠りをお届けします。

収納付き三面鏡が付い
た洗面台の様子 カウン
ターと洗面ボウルが一
体となっているので、見
た目も美しく、掃除もし
やすいのが特徴です。

洗面台_ボウル 高級感
溢れる人造大理石を使
用したボウル。明るい
ホワイトが清潔のある
空間を演出します。

業界最高水準の省エネ
性能！シャープのプラ
ズマクラスター搭載のド
ラム式乾燥機付き洗濯
機。マイクロ高圧洗浄
で、繊維の奥の汚れま
でしっかり落とします。

広々1坪タイプのバス
ルーム。TOTOのエアイ
ンシャワー、浴室TV、
浴室暖房換気乾燥機、
ほっカラリ床、マイクロ
バブル「ホットあわー」
搭載

TOTOのエアインシャ
ワー 湯水に空気を含
ませることで水の粒を
大粒化。満足感のある
浴び心地で35％の大幅
節水を可能にします。

バスルーム_オプション
の浴室TVはゆったりと
したバスタイムのため
に、くつろぎのある空間
を演出します。

バス_マイクロバブル
「ホットあわー」入浴中
にボタンを押すだけで、
より微細な約0.01ミリの
マイクロバブルに包ま
れるバスタイムを。

バスルーム_エコキュー
ト、ホットあわー操作用
パネル

洗面脱衣室 便利なリネ
ン庫。タオルやバスケッ
トに入れた着替え・季節
用品などもたっぷり収
納できます。

洗面台_コンセントと鏡
曇り止めスイッチ

三面鏡の収納。内側に
たっぷりな収納スペー
スが確保されており、
内部ガードフレーム付
きで、物の落下を防ぎ
ます。

インターホン 録音録
画機能、お引取り機
能（セールスや勧誘な
どをお断り）も付いた
多機能仕様！

室内の床（フローリン
グ全面）は、メンテナ
ンスに便利な、フロア
コート（コーティング）
施工！綺麗な状態が
長続きします。

室内物干し用に、デ
ザイン性に優れたホ
スクリーン設置済み。
使用しないときには取
り外しも可能。

センサー付玄関ス
イッチは、人の動きを
感知して灯りを点灯、
消し忘れを防止する
と当時に、明るい光が
あなたの帰りを出迎
えてくれます。

玄関内の様子（床ス
トーンガード｛コーティ
ング｝施工済み※玄
関内～シューズインク
ロークにかけて）

玄関内の絵画や小物
を飾ることのできる飾
り棚は、リビングへの
期待が高まる印象的
なアプローチを演出し
ます。

玄関内 シューズイン
クロークの様子。大容
量な収納スペースに、
インターネット機器設
置スペースもあります
（室内のインターネッ
ト配線がスッキリしま
すね♪）

住戸内 収納豊富か
つ各部屋設備にアク
セスしやすい廊下の
様子

住戸玄関鍵は、車の
センサーキーのように、
バッグやポケットにし
まった鍵を認証し、施
錠や解錠まで完了。
部屋に入るまで一切
鍵を取り出す必要が
ありません。

住戸前玄関ポーチの
様子。玄関耐震ドア
枠で、扉と枠の隙間を
大きく確保することで、
地震時にドアが開放
できない可能性を軽
減します。

住戸までの廊下の様
子

マンション各階に24時
間ゴミ捨て可能なス
テーションあり

マンション入り口エン
トランスだけでなく、住
戸前にもカメラ付きイ
ンターホンがあり防犯
面でも安心♪

13階 エレベーター
ホールの様子。外部
に接していないため、
雨・風・雪等の吹き込
みが無く快適な上り
下りが可能です。

マンション 西側バル
コニーの様子_遮るも
のの無い西向きで、
富山の街並みを眺め
ながら優雅なひととき
を過ごすことができま
す。

マンション 北側バル
コニーの様子_風の流
れを感じることのでき
る北向き。バルコニー
からの景観は富山駅
方面を一望できます。

バスルーム_浴室暖房
換気乾燥機（24時間換
気システム搭載）とラン
ドリーパイプ。

浴室暖房換気乾燥機
（涼風機能・24時間換
気機能付き）1台5役の
「バスカラット」で快適
なバスライフを一年中
お楽しみ頂けます。

TOTOのウォシュレット
トイレ。ふたオート開閉
機能やTOTO独自の汚
れが付きにくく落ちや
すいセフィオンテクト
（防汚施工）済み！

トイレ 多機能な操作リ
モコン

トイレ 収納便利な上部
吊り戸棚付き

マンションバルコニー
から見た北東側の景
観_遮るものの無い、富
山の街並みが一望で
きます。

全ての窓に複層ガラ
ス・二重窓付。防音製、
断熱性、冷暖房効率を
高めて結露発生の抑
制が可能に。

マンションバルコニー
から見た北側の景観_
遮るものの無い、富
山の街並みが一望で
きます。

マンションバルコニー
から見た南西側の景
観_富山の街並みが
一望できます。神通
川の花火も、いつでも
特等席ですね♪

マンションバルコニー
から見た西側の景観_
富山の街並みが一望
できます。神通川の
花火も、いつでも特等
席ですね♪

マンションバルコニー
から見た北西側の景
観_富山の街並みが
一望できます。

最大10万円の設備保証サービス（1年間）、
24時間応急サービス（1年間）付きマンション。
住宅ローン控除も利用可能！※諸条件有り
まちなか推進居住補助金利用可能！
（住宅ローン借入金額の3％、限度額50万円）

大和ハウス分譲のオール電化マンション!!ペット飼育可能♪

富山市内を一望できる北西向き13階角部屋の贅沢な空間!
高級家具付きで優雅な生活をスタートできます♪
セカンドハウスとして利用の為とてもキレイです♪


