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福井市開発にあり、 えちぜん鉄道開発駅、 新保駅まで徒歩約 7 分。

LPA、 ワイプラザ、 フレンドマートが近くにあります。 国道 8 号線までは車で約 1 分でアクセス可能。

全部屋エアコン、 LED ライト、 消火器、 火災警報器、 ウッドカーペット、 光インターネット wifi、

地デジテレビアンテナ ( テレビ持ち込み） 完備。

個人の部屋には鍵もありますのでプライバシーや留守中も安心。

1 人 1 台駐車スペースあり。 全部屋ペット禁止、 禁煙です。

3 名での共同生活です。

地域の方々との共生を目指し多少ルールがありますがチャレンジいただける方を募集します。

新品
ガスコンロ

調理家電
そろってます

カウンター付
共同キッチン

（水道、 ガス、 電気、 インターネット、 テレビ、 駐車スペース 1 台込み）

全部屋
ウッドカーペット

全部屋
エアコン・LEDライト
光インターネットwifi

残り
１ルーム

インターナショナルクラブ　
090-4325-3445 ( 山下 )

お問い
合わせ

家   賃 ： 月々 6 畳の部屋 32000 円、 4 畳の部屋 27000 円＋共益費 8000 円

保証金 ： 1 ヶ月分の家賃と共益費

えちぜん鉄道

開発駅 ・ 新保駅

徒歩約 7 分

※学生の方はご遠慮いただいています。

該当する数が多いほど…
潔癖症でない
掃除が好き
リーズナブルにおさえたい

共同トイレや共同風呂でも大丈夫
国際交流に興味がある
多少、 建物が古くても気にならない
他人との適度な距離感をとれる

あなたは
シェアハウス向き！
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New Sharehouse in Kaihotsu, 
Fukui City

Want to know more

Location
7 min on foot to Echizen Kaihotsu train station
5 min by car to Wai-plaza Shinbo branch.
10 min drive to Hokuriku Expressway, North interchange
10 min to LPA by car.
25 min to JR Fukui station by bicycle.

email : info@international-club.org
tel : 090-4325-3445(yamashita)

Rent includes access to all common areas, as well as one private room,utilities 
(gas, water, electricity), WiFi, and one parking space.
A one month security deposit is required to rent. 
This will be returned, less the cleaning fee.

Rent
6 mat private room, 40,000 yen per month / 4 mat private room, 35,000 yen per month

New Gas Range!

Wood floors!

Kitchen Island!

All air conditioned, with 
low energy LED lighting and WIFI

s

Looking for a more social living environment, why not live at the Kaihotsu  Share House. 

With a mix of English and Japanese speaking tenants you can enjoy the full house feeling

 while sharing language and cultures.Each tenant has their own private room with

 lock-secured door.The rest of the living space is open for everyone to use and enjoy 

together.Located in Kaihotsu, the Share House has great access to many of Fukui’  

fun places.


