
2022大学生協の

部屋さがし
カタログ

新生活、これで決まり。新生活、これで決まり。



受付専用フリーダイヤル
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一人暮らしの引越しが

円割引円割引2,0002,000 (税抜)

CLOTHES TOWELS

VACUUM CLEANERSHOES

MIRROR TV WASHING MACHINECOSMETICS

DISHESSHAMPOO BOOKS PC

引越し料金のお支払いに

「QR決済」が
ご利用いただけます！

専用Web受付

×北海道教育大学
生活協同組合

※イラストは、専用ボックスに積める荷物のイメージです。実際は、家具・家電製品等を梱包して積込みます。

　はじめて親元を離れて大学生活をはじめる新入生の皆様は、まず住居をどう決めたらよいか
不安を感じていることと思います。北海道教育大学生活協同組合札幌キャンパスでは、そんな皆
様が安心して大学生活がはじめられるよう、ルームガイドを作成いたしました。
お部屋探しの参考にしていただければと願っています。また、お部屋のことだけでなく、大学周
辺の地理や気候、大学生活についてもお気軽にご相談ください。

このガイドの利用にあたって
⑴　希望の物件がみつかりましたら、以下の方法でご契約ください。本書に記載されている連絡先へ直接ご
自身で連絡を取り、交渉・契約をしてください。生協では部屋の空き状況は把握しておりません。

⑵　掲載している物件は、家主さん並びにマンション・アパート管理会社等からの情報をもとに掲載してお
り、その書き方等は統一されていません。空き部屋の状況や、間取り等正確な情報については、各自電話や
下見などの際に必ずご確認願います。

⑶　契約する前に家賃等についてもう一度ご確認下さい。（敷金は本当に返ってくるのか、違約金が必要にな
るのはどんな場合か、仲介料は必要かどうか、等）

⑷　このガイドは2021年11月に家主さん並びにマンション・アパート管理会社等から寄せられた情報をもと
に作成しているため、空き部屋の状況はもちろん、家賃等の掲載内容が変更になっている場合があります。
掲載内容について、変更がないかどうか各自で必ずご確認願います。

家　賃
物件賃貸料、月極めがほとんどです。多くの場合、契
約時に「前家賃」として支払います。月の途中で契約
した場合は、その月の日割り家賃＋翌月分が必要と
なります。

敷　金
入居者の賃料支払い債務、その他の債務を担保する
目的で契約時に支払います。契約終了後、入居者に
賃料債務、その他の債務不履行があれば差し引いた
残額が返還されるのが一般的です。

礼　金
文字通り入居に際して貸主に支払うお礼的なもので、
敷金と違って返還されません。契約時に1回のみ。

共益費（管理費）
エントランスや廊下の電気などの建物の共用設備の
維持に必要なお金。管理費ということもあります。

仲介手数料
部屋を紹介してくれた仲介業者に対して払う手数
料。通常、家賃の1ヶ月分。

重要事項説明書
契約締結前までに渡される書面で、その不動産に関
する権利関係や取引条件等について書かれていま
す。必ず読むようにしましょう。

契約形態
1年あるいは2年契約が多いです。物件や地域によっ
ては、契約の更新の際に更新料が必要な場合があり
ます。

契約の解除に伴う違約金
契約期間内に入居者から解約を申し込む場合、解約
予告期間を過ぎて申し込むと予告期間に満たない賃
料分が契約違約金として発生する場合があります。

現状回復義務
入居者の管理や手入れ不足によるものや入居者の使
い方により発生した破損や故障は、入居者の費用負
担で回復する必要があります。国土交通省のガイド
ラインによると、カーペットに飲物等をこぼしたシミ
や台所の油汚れ、風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ
などの汚れ、不注意によるフローリングの色落ち、キ
ャスターつき家具による床の傷やへこみ等が入居者
負担といわれています。

知っておきたい専門用語
物件情報・契約書

新入生の皆さん、合格おめでとうございます







北海道教育⼤学札幌校 ご進学の皆様へ

レオパレスロワール新琴似

南北線「⿇⽣」駅歩9分
家賃:32,000円 ∼ 35,000円

学割ランク  B 共益費:3,500円 環境維持費:550円(税込)
⽕災保険：13,130円∼26,680円（契約期間：2年） AP番号：31959 ⼊居可能⽇：2021/11/27∼
礼⾦：0ヵ⽉ 敷⾦：0ヵ⽉ 仲介⼿数料：無 取引態様：貸主

■所在地／ 北海道札幌市北区新琴似七条２−２−２８
■専有／23.18㎡∼ ■完成年⽉／2007年01⽉ ■駐⾞場／ 有

レオパレス新琴似６条

南北線「⿇⽣」駅歩16分
家賃:32,000円 ∼ 33,000円

学割ランク  A 共益費:3,500円 環境維持費:550円(税込)
⽕災保険：13,130円∼26,680円（契約期間：2年） AP番号：37964 ⼊居可能⽇：2021/11/16∼
礼⾦：0ヵ⽉ 敷⾦：0ヵ⽉ 仲介⼿数料：無 取引態様：貸主

■所在地／ 北海道札幌市北区新琴似六条４−１−２５
■専有／23.18㎡∼ ■完成年⽉／2008年09⽉ ■駐⾞場／ 有

レオパレスＳＫ９

学園都市線「新琴似」駅歩10分
家賃:32,000円 ∼ 35,000円

学割ランク  B 共益費:3,500円 環境維持費:550円(税込)
⽕災保険：13,130円∼26,680円（契約期間：2年） AP番号：28828 ⼊居可能⽇：2021/11/16∼
礼⾦：0ヵ⽉ 敷⾦：0ヵ⽉ 仲介⼿数料：無 取引態様：貸主

■所在地／ 北海道札幌市北区新琴似⼗条４−１１−１５
■専有／23.18㎡∼ ■完成年⽉／2008年02⽉ ■駐⾞場／ 有

レオパレスＭ＆Ｔ⿇⽣町

地下鉄南北線「⿇⽣」駅歩8分
家賃:32,000円

学割ランク  A 共益費:3,500円 環境維持費:550円(税込)
⽕災保険：13,130円∼26,680円（契約期間：2年） AP番号：41322 ⼊居可能⽇：2022/05/01
礼⾦：0ヵ⽉ 敷⾦：0ヵ⽉ 仲介⼿数料：無 取引態様：貸主

■所在地／ 北海道札幌市北区⿇⽣町５−８−５
■専有／23.18㎡∼ ■完成年⽉／2010年08⽉ ■駐⾞場／ 無

レオパレスビクトワール

学園都市線「拓北」駅歩8分
家賃:22,000円 ∼ 25,000円

学割ランク  A 共益費:3,500円 環境維持費:550円(税込)
⽕災保険：13,130円∼26,680円（契約期間：2年） AP番号：22680 ⼊居可能⽇：2021/11/16∼
礼⾦：0ヵ⽉ 敷⾦：0ヵ⽉ 仲介⼿数料：無 取引態様：貸主

■所在地／ 北海道札幌市北区拓北五条２−９−１
■専有／23.18㎡∼ ■完成年⽉／2004年03⽉ ■駐⾞場／ 有

レオパレス拓北公園前

学園都市線「拓北」駅歩9分
家賃:29,000円 ∼ 31,000円

学割ランク  A 共益費:3,500円 環境維持費:550円(税込)
⽕災保険：13,130円∼26,680円（契約期間：2年） AP番号：30926 ⼊居可能⽇：2021/11/16∼
礼⾦：0ヵ⽉ 敷⾦：0ヵ⽉ 仲介⼿数料：無 取引態様：貸主

■所在地／ 北海道札幌市北区拓北四条４−５−１５
■専有／23.18㎡∼ ■完成年⽉／2006年12⽉ ■駐⾞場／ 有

上記以外にも物件は多数ございます。空室や料⾦など詳しくはお問い合わせください！ 

※賃貸契約でご⼊居するに当っては、利⽤料（⽇割家賃・共益費・環境維持費＋翌⽉家賃・共益費・環境維持費）の他に敷⾦、礼⾦、鍵の交換費、抗菌施⼯費、インターネット利⽤料、
保証委託料（個⼈契約のみ）：利⽤料の100％∼120％、退去時清掃費が別途必要となります。 ※学割ランクに関しては時期によって変動することがあります。※初期費⽤は⼊居開始⽇に
よって異なります。 ※物件は埋まり次第、ご案内終了になります。 ※図⾯と現状が異なる場合は、現状を優先します。 ※表⺬⾦額には消費税10％が含まれております。消費税率が変更に
なった場合には、変更後の税率を適⽤させていただきます。 ※抗菌施⼯費、インターネット利⽤料はプランにより料⾦が異なります。

宅地建物取引業者免許/国⼟交通⼤⾂免許(11)第2846号
本社/東京都中野区本町2-54-11

レオパレスセンター札幌
北海道札幌市中央区北４条⻄2-1-18邦洋札幌Ｎ４・２ビル3F

TEL.050-2016-2232
FAX.011-252-5687

営業時間 10時-18時 制作⽇:2021年11⽉16⽇

詳細はこちらから



アメニティハウス
･北海道教育大学札幌キャンパスより歩５分
･仲介手数料、敷金礼金不要
･契約時初期費用は保険料と当月分の賃料で入居可！
･家具家電付き(TV、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、ガスコンロ、

デスク etc)
･寒い冬にガスストーブをどれだけ使ってもガス料金リミット付
通年上限 9,900円(税込)と経済的！

【お問合せ】田村建物管理株式会社 札幌市中央区北3条西25丁目1番17号

TEL011-613-6655 / FAX011-643-0181 E-mail : info@325tamtam.co.jp 担当：一ノ瀬

※間取例

家賃30,000円
共益費2,000円 町内会費300円
敷金・礼金不要 ペット不可
駐車場：空有(税込3,300円/月額)
火災保険料：15,000円
退去時清掃料：25,000円(税別)
※退去時払

所在地 札幌市北区あいの里4条5丁目4-17

キャンパス入口

物件

間取：1R
面積：18.97㎡

キャンパスまで徒歩５分

ロフト
約3帖

キッチン

デスク
その他

壁掛TV
ストーブ
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単身パックS・L

専用ボックスの輸送で長距離も安心安全に届けます。
就職などのコンパクトな引越しにピッタリ！

就職でひとり暮らし 遠距離の引越し 安く早く済ませたい

単身で荷物が少ない 間取りが1R～2DKほど 車で30分程度の距離

単身パック
奥行 74cm
横幅 108cm
高さ 155cm

奥行 104cm
横幅 108cm
高さ 175cm

※写真は、専用ボックスに積める荷物のイメージです。実際は、家具・家電製品等を梱包して積込みます。

単身パックSの
約1.6倍の容量！

S
単身パック

L

(税抜)

1件あたり2,000円割引 2ボックス以上なら複数割引も+

単身パック当日便
新生活を始めるあなたには、お手軽価格の「当日便」がおすすめです。
単身の方で荷物量が少ない方、移動距離が短い方にピッタリ！

1件につき1,000円割引
※繁忙期の期間については、特典対象外となります。　※使用済みの資材の回収もいたします。（1回に限り）　※ハンガーボックスは、引越し当日に持参し、作業終了後に回収します。
※転居人数1名様の引越しに限らせていただきます。　※パック料金、移動料金、サービス提供時間帯はエリアによって異なります。
※エリアや作業条件により、販売対象外となる場合があります。

(税抜)

サービス特典単身パック当日便の

ダンボール10枚、フトン袋1枚、
クラフトテープ1本をプレゼント！

ハンガーボックス4個を
無料レンタル！1

特典

2
特典

ハンガーにかけたままだから
衣類が型崩れする心配なし！

引越し料金のお支払いに
「QR決済」が
ご利用いただけます！

受付専用フリーダイヤル

0 12 0 -2 2 3 - 9 81
詳しくは、引越しは日通サイトをご覧ください

引越しは日通

公式サイト





・篠路駅より徒歩13分
・各方面送迎バス運行中

・各種講習も行っております
☛ペーパードライバー＆ライダー講習 ☛冬道講習・高齢者講習
☛企業向け安全運転講習・篠路駅より徒歩13分

・各方面送迎バス運行中
・各種講習も行っております

☛ペーパードライバー＆ライダー講習 ☛冬道講習・高齢者講習
☛企業向け安全運転講習


