
下宿に入ろう !!
～なんと言っても食生活が安心～

管理人さんが健康等きづかってくれます

テストの時、先輩に

過去問等聞いたり

校内の情報が聞ける

今日のご飯は何かな？
と、楽しみ！作らなくても
出来ている。前日の残り物を
食べなくていいですよ

下宿だと生活費が
決まっていて
安心で計画が
たてやすいですよ

４年間入居されている方も多いですが、
一人暮らしか、下宿か迷っている方は、

まずは身軽な下宿に入って釧路の生活・大学生活に
慣れてから一人暮らしを考えてもいいかも！

淋しい思いをしなくていいですよ

食事の時間・お風呂の時間等公大生向けに
考慮している下宿が多いです。資料を見て確認し、
良く話を聞いて自分に合った下宿を探して下さい。
又、食事付きのマンションタイプの下宿もあります。

暖かく

明るい所に帰れて

淋しくないよ

お風呂・トイレが専用の

マンションタイプの

下宿もあります

買い物、炊事の時間が
サークル・アルバイトに
使えるので自由な時間が

多いです

〈災害時心強かったと言う声も聞かれました〉
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2023年度釧路公立大下宿の会名簿一覧表

❶ 下宿　桃 釧路市文苑 1-15-5 36-1187 090-2692-5775 36-1187

❷ ボーディングハウス HATUNE 釧路市愛国西 1-10-2 36-7335 36-7335

❸ 下宿セブンハウス 釧路市愛国西 2-20-5 39-2525 090-3399-0988 36-1551

❹ 愛国下宿 釧路市愛国西 2-28-17 65-5653 080-1897-6238

❺ ボーディングハウス近藤 釧路市愛国東 1-16-16 39-2222 090-9085-0222 39-2209

❻ 下宿いおり 釧路市愛国東 2-4-12 37-0060 080-1692-5003 39-2209

❼ 下宿近藤Ⅱ 釧路市愛国東 3-1-19 39-2222 090-9085-0222 39-2209

❽ 中園第一 釧路市中園町 3-4 23-1764 090-8633-8044 23-1900

❾ 下宿長谷川 釧路市中園町 24-18 25-5703 25-5703

� 釧路学生会館 釧路市豊川町 13-1 24-6544 24-4474

� くれよん HOUSE 釧路市芦野 1-25-18 36-1717 36-1717

� 下宿ふなみず 釧路市芦野 2-3-12 36-4377 090-4870-2429 36-4377

� グリユーネ釧路 釧路市芦野 2-11-13 37-4046

� 下宿なかよし 釧路市芦野 2-20-5 37-4710 090-9526-5120 37-4710

� ボーディング未來 釧路市芦野 5-7-6 36-0912 090-5989-6313 64-1000

� 下宿つれづれ 釧路市芦野 5-15-28 37-1601

� 下宿やわらぎ 釧路市芦野 5-24-11 36-9091 090-2874-2677 36-9091

� ボーディングハウス司 釧路市芦野 5-27-20 36-8710 090-5983-1523 37-1226

� サンライフ司 釧路市芦野 5-27-21 36-8710 090-5983-1523 37-1226

� ペンション司 釧路市芦野 5-30-6 36-8710 090-5983-1523 37-1226

No. 名　　　前 住　　　所 電　話 携　　帯 FAX 番号 掲載ページ
※局番（0154） ※局番（0154）

  ホームページアドレス ☜詳細はこちらhttp://gesyuku946.jp/
下宿に入ろう !!
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良く話を聞いて自分に合った下宿を探して下さい。
又、食事付きのマンションタイプの下宿もあります。
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お風呂・トイレが専用の
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ボーディングハウス司

ペンション司

サンライフ司
（大学まで徒歩二分）

　　　　　家主　高瀬久美子

ボーディングハウス司 男子学生募集　住所　釧路市芦野５丁目 27 － 20

　木造二階建て・平成元年 10 月築・部屋数 10 室（空室予定２室）
　　○　設備・各部屋　ベッド、FF ガスストーブ、照明器具、インターネット接続無料、網戸
　　　・共用　フロ、トイレ、シャワールーム、電子レンジ、コインランドリー、冷蔵庫、掃除機（フロ、シャワールーム令和元年取替）
　　○　下宿料　５帖＋収納（51,000 円）、5.5 帖＋収納（54,000 円）、
　　　　６帖＋収納（56,000 円）、契約金 30,000 円
　　○　入居時費用　　契約金 30,000 円＋４月分下宿代

　　ペンション司 男女学生募集　住所　釧路市芦野５丁目 30 －６

　マンションタイプの下宿です、食事はボーディングハウス司の食堂で食事です
　木造２階建て・平成５年４月築・部屋数８室（空室予定２室）・7.5 帖＋ 4.5 帖＋フロトイレ付
　　○　 設備　FFガスストーブ、ベッド、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、給湯器、網戸、除湿機、照明器具、シンク、

ガスコンロ、インターネット接続無料、トイレ（ウォシュレット）
　　○　下宿料　63,000 円
　　○　入居時費用　契約金　60,000 円＋４月分下宿代　63,000 円
　　　　　学生賠償責任保険1年間　8,500円（各自大学生協と契約）

　　サンライフ司 女子学生募集　住所　釧路市芦野５丁目 27-21

マンションタイプの下宿です。食事はボーディングハウス司の食堂で食事です。
木造２階建て、平成 24 年 10 月築、部屋数４室、7.5 帖 +4.5 帖 + フロトイレ付
　　○　 設備　FF ガスストーブ、ベッド（下収納）、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、給湯器、網戸、除湿機、トイレ（ウォシュ

レット）、インターホン（カメラ付）、照明器具、シンク、ガスコンロ、インターネット接続無料
　　○　下宿料　65,000 円
　　○　入居時費用　契約金 60,000 円 + ４月下宿代 65,000 円
　　　　　学生賠償責任保険1年間　8,500円（各自大学生協と契約）

 ☆　 食事　朝、夕二食（日、祝祭日無し、正月、お盆、４日間無し）、
☆　大学近くで冬期間の通学も安心、食事好評で卒業まで居られる方がほとんどです。帰省時は１ヵ月
　　10,000 円の返金有りです。入居希望の方お電話お待ちしています。

　　☆　下宿外観、間取図はホームページにて掲載されています。

　　　ボーディングハウス司 http://www11.plala.or.jp/TSUKASA946/b_tukasa.html
　　　ペンション司 http://www11.plala.or.jp/TSUKASA946/p_tukasa.html
　　　サンライフ司 http://www11.plala.or.jp/TSUKASA946/s_tukasa.html
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公立大生専用マンション式下宿
大学近し　お気軽にお電話下さい

住　　所　釧路市芦野１丁目25番118号

■構造　木造２階建て　■築年　H３年、H21年全面リフォーム
■部屋数　15室（空室予定４）
■入居対象　釧路公立大生　男・女
■下宿料金　６帖＋玄関　60,000円（バストイレ14.58㎡）
■契約金　１ヶ月　■駐車場　有　■電話　無
■公共料金　水道・電気・ガスメーター有（実費）
■各室の設備　ベッド、机、いす、冷蔵庫、クローゼット
　　　　　　　ブラインド、暖房器、BS、インターネット使用料無料
■共用の設備　コインランドリー２台、食堂に共同使用ポット
　　　　　　　電子レンジなど
■食事　月～土曜有り（日・祭日休み）

モダ石油

ボーディング未來
釧路公立大学　学生向け下宿　ボーディング未來（みらい）

住所 釧路市芦野５丁目７番地４号　
 （公立大まで徒歩５分自転車１分） 

構造 木造２階建て　平成１９年築
総部屋数 ２０室
入居対象 釧路公立大学生　男子のみ

間取り 
洋室６帖
クロゼット・ベッド・電気蓄熱ヒーター・机　
マルチコンセント・除湿機・網戸・カーテン

下宿料金 
６万円 / 月 + 共益費（３千円 / 月）
※電気料金を除く
礼金無し　敷金無し　権利金３万円

食事 朝夕２食　日・祝日は休み

共用の設備等 

食堂　風呂２４時間自由　シャワー室
玄関と洗面室に個人ロッカー有り
屋根付き駐輪場
共用トイレ１F ２箇所　２F ３箇所

周辺の施設 大型スーパー　コンビニ　自動車教習所　病院

PR ポイント 

長期帰省返金制度あり
各室オール電化
インターネット使い放題
屋根付き大型駐輪場
BS 放送有り

お問い合わせ　電話番号０１５４－３６－０９１２　土田　廣志

http://www6.marimo.or.jp/crayon
0154-36-1717 0154-36-1999

クロ
ゼット
クロ
ゼット

洋室
6帖机机

電気蓄熱
ヒーター

ベ
ッ
ド

ROOM12ROOM12
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イ ン タ ー ネ ッ ト 無 料各 室 窓 南 向 き

B S 視 聴 可 ・ 駐 車 場 無 料押 入 家 具 家 電 付 き

帰省時返金１ヶ月　10,000円、２週間　4,500円、電気・水道・ガス料金は各自契約

下宿やわらぎ（家主　舘　久枝） 徒歩２分・ホームページ有

住所　釧路市芦野５丁目24番11号
電話・FAX　 　
■入居時　契約金 60,000 円＋４月分下宿料
　（学生総合保険 or 火災保険加入）
■食事　２食　朝 8：00 ～ 13：00　夕 19：00 ～ 22：30
　（土・日・祝日・盆・年末年始食事なし）
■全６室（空室予定１）
　７坪１Ｒ　下宿料 60,000 円
　（天然ガス、H2築、H19 改装、機器交換・H24 内窓設置・
　H27 玄関断熱ドア交換・内装随時）
■全８室（空室予定３）
　9.5 坪１Ｒ　下宿料 68,000 円（オール電化、H21 築）

そ　の　他

釧路市愛国東１丁目16番16号
H2年築 Ｈ27年改装（全９室2Ｆ）
6畳 54,000円～（空予定４部屋）

釧路市愛国東3丁目1番19号
H16年築（全6室2Ｆ）
6畳 55,000円（空予定２部屋）

マンションタイプの下宿いおりもお問合せ下さい。

契約金 30,000 円＋４月分下宿料
敷金・権利金・共益費ナシ

（各部屋　ベット・パソコンデスク・収納・ストーブ・カーテン有）

トイレ、洗面、風呂、シャワー（毎日）、コインランドリー、
湯沸かしポット、電子レンジ、下駄箱、掃除機、冷蔵庫、トースター、
インターネット無料、門限ナシ

各部屋内使用電気料、光熱費

コンビニ、郵便局、病院、スーパー、飲食店近し
ハンドソープ、アルコール消毒液、食堂には空気清浄機を設置しています。

月～土曜日朝・夕２食有（日曜祝日無し　休食日パン等のサービスあり）
帰省時食事代返金あり
朝食 AM7:30 ～ PM2:00　　夕食 PM6:00 ～制限なし
調理師・栄養士免許あり（栄養を考えたおいしい食事提供）

http://www13.plala.or.jp/iori-kondo/
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グリユーネ釧路
釧路公立大学 学生向け下宿

※詳しくは、ホームページE-MAILまたは電話でお問合せください。

【住　　所】北海道釧路市芦野2丁目11番13号
【築年構造】S63年 木造二階建て
【部 屋 数】鍵付き個室　全館禁煙16室
【間 取 り】フローリング６帖+ユニット洗面バストイレ＋収納
【下宿料金】1ヶ月：58,000円　※長期帰省返金制度あり
【公共料金】別途実費：上下水道（基本料金）、ガス・電気（戸メーター）
【敷金契約金】敷金：無し ／ 契約金：60,000円
【食　　事】朝（食堂）・夕（部屋食）　※土曜・日曜・祝日なし
【各室の設備】ベッド・机・椅子・ガスFF暖房機・ガス給湯器・物入れ・下駄箱・
　　　　　　ユニットバストイレ（お風呂・トイレ・洗面）・冷凍冷蔵庫・網戸・
　　　　　　チェスト・ゴミ分別ボックス・窓カーテン・バス用カーテン・
　　　　　　インターネット・物干し竿・LED照明器具・火災報知器・
　　　　　　施錠ドア（シリンダー交換済み）・ガスメーター・電気メーター
【共用の設備】キーレスロック玄関・下駄箱・靴ロッカー・傘立て・駐車場・駐輪場・
　　　　　　電子レンジ・トースター・湯沸かしポット・
　　　　　　コインランドリー（洗濯機２台・乾燥機２台）・掃除機 ・Wi-Fi
【公立大まで】徒歩：７分 ／ 自転車：２分
【備　　考】・食物アレルギー等により、特別食が必要と
　　　　　　　なる場合はお受けすることができません。
　　　　　　・調理器具の持込み使用、炊事はできません。
　　　　　　・喫煙される方は、お受けすることができません。

【管理経営】 【グリユーネ釧路】
http://r.goope.jp/grune-kushiro　電話：0154-65-8896お問合せ 有限会社マミーズジャパン　電話：0154-37-4046

PS物入

フローリング
6.0帖

UB
下足

踏込
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　下宿　ふなみず� 釧路市芦野2-3-12

■入居対象　男
■構　　造　木造２階建
■建 築 年　昭和63年
■室　　数　10室（空室予定３室）
■連 絡 先　TEL 0154-36-4377
■間取（家賃）  ６帖＋押入れ　53,000円～55,000円
■契 約 金　30,000円
■公共料金　ガスストーブ、電気個別メーター有、実費

■家　　主　船水　貞子
■通学方法　徒歩８分
■食　　事　 朝・夕２食（日・祝無し）
　　　　　　夏期・冬期　長期休暇　返金あり
■共用施設　 風呂、トイレ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、

掃除機、電気ポット
■専用設備　 ベッド、机、照明、FFストーブ、インター

ネット（無料）

　下宿　愛国� 釧路市愛国西２丁目28-17

■入居対象　男
■構　　造　木造２階建
■建 築 年　平成24年外装改修内装一部工事
■室　　数　９室（空室予定１室）
■連 絡 先　TEL 0154-65-5653
■間取（家賃）  ６帖　54,000円
■契 約 金　30,000円
■公共料金　灯油、電気個別メーター有、実費
■家　　主　大島　詩佐
■通学方法　徒歩15分　自転車7分
■駐 車 場　有

■電　　話　無
■食　　事　 朝・夕２食（土・日・祝無し）
■共用施設　 風呂、トイレ、洗面所、電子レンジ、洗濯機

（コイン）、掃除機、冷蔵庫、オーブントース
ター、屋根付き駐輪場

■専用設備　 ベッド（下収納）、机、イス、ストーブ、照明、
ブラインド、インターネット、Wi-Fi、BS、物
干し、煙探知機

■周辺施設　 自動車教習所、コンビニ、スーパー、病院、
郵便局、飲食店

※夏期、冬期、休暇返金有り

ほっとする宿 中 園 第 一 男子学生専用下宿

ベッド

机
冷

押入

押入

トイレ バス

洋間
15帖

冷蔵庫

台所

クロー
ゼット

住 所 釧路市中園町3-4
　公立大まで徒歩25分　自転車15分

総部屋数 20室

入居対象 男子学生

食 事 朝夕２食（祝日、土日有）
日曜日休み

下 宿 代 ５万８千円／月から＋光熱費（メーター有）
　礼金無し、敷金無し

間 取 り
洋室６帖、９帖
　 クローゼット、ベッド、机イス、コンセ

ント、網戸、カーテン、冷蔵庫

共用設備
食堂、大浴場（月～土）、シャワー（毎日）、
洗面所、洗濯機（有料）、インターネット
Wi-Fi無料、屋根付き駐輪場

周辺の施設 大型スーパー、コンビニ、病院

P R
ポイント

食事が好評、祝日、土日も有り
冷蔵庫有り
インターネットWi-Fi使い放題
各部屋リニューアル済み

申し込み先／TEL 0154-23-1764　浜田 聖子
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　下宿　なかよし 釧路市芦野２丁目20-5
■入居対象　男性
■構　　造　木造２階建
■建 築 年　昭和63年　令和4年9月改築
■室　　数　10室（空室予定２室）
■連 絡 先　TEL 090-9526-5120
■間取（家賃）（マンションタイプ下宿）
　　　　　　（８＋４）帖　62,000円
■敷　　金　62,000円
■公共料金　上下水道、電気、ガス代個別メーター　実費
■家　　主　小野きよみ

■通学方法　徒歩６分、自転車２分
■駐 車 場　有
■食　　事　朝・夕２食（日曜、祝祭日無）
■共用施設　 冷蔵庫、コインランドリー、電子レンジ、流し台、ガ

スコンロ、掃除機、洗面化粧台、オーブントースター、
駐輪場

■専用設備　  トイレ、台所、浴室、FFストーブ、給湯器、照明、ガス
コンロ、流し台、インターネット無料、ベッド

■周　　辺　コンビニ、食堂、郵便局、病院、イオン近い

　下宿　桃 釧路市文苑１丁目15-5
■入居対象　女性
■構　　造　木造
■建 築 年　平成９年
■室　　数　４室（空室予定１室）※10月時点
■共用施設　 玄関・トイレ・洗濯機・洗面所・シャワー室・風呂・冷蔵

庫・電子レンジ
■専用施設　インターネット使い放題・ベッド・押入れ
■連 絡 先　TEL 0154-36-1187
　　　　　　FAX 0154-36-1187
　　　　　　携帯 090-2692-5775

■間　取（家賃）
　　洋室7.5帖（67,000円）
　　洋室  ６帖（62,000円）
■契 約 金　40,000円
■公共料金
  （全て家賃に含みます※11～３月は暖房費として家賃+5,000円）
■家　　主　見永喜代子
■通学方法　徒歩10分、自転車５分
■食　　事　朝・夕２食付（土日祝日食事有）
■駐 車 場　有

　こちらのカタログ掲載情報は、2022年10月末現在の不動産
会社、物件オーナー、下宿オーナー様から寄せられた情報をもと
に作成しております。
　よって、情報をいただいて日数が経過しておりますので、空き
部屋の状況も変化することはございますが、生協では一切個別
の物件情報は把握をしておりません。
　物件のお問い合わせやご契約に関しましては、それぞれの
ページに記載のある連絡先へ直接お問い合わせを行ってくださ
い。
　また、親元を離れて生活となるため、様々なご心配ごともあろ
うかと存じます。
　ご家族でしっかりと話し合い、お住まい探しを行ってください。

※掲載内容をご覧になり、わからないことや不安なことはお部
屋を契約される前にきちんとお確かめください。その上でご
契約を行ってください。

新入生の皆さま、合格おめでとうございます。

カタログ活用にあたって

　釧路公立大学合格おめでとうございます。
　大学に合格し、新入生の皆様も保護者の皆様もようやく一安心かと存じます。
　ただ、これから始まる大学での新生活を考えると不安や期待、様々な感情が入り混じっているのでは
ないでしょうか。
　公立大生の約8割が、一人暮らしをしています。新入生の多くの皆さまも、入学時、親元を離れ一人暮
らしを、初めての土地で迎えることとなります。
　釧路公立大学生協では、物件の仲介業務は行っておりませんが、新入生の皆様が少しでも、安心して
一人暮らしを始められるよう、こちらの「お部屋探しカタログ」を作成しています。
　作成の際には、近隣の不動産会社や、アパート・下宿オーナー様からご協力いただいております。
　一人暮らしをするにあたって、アパートがいいのか？下宿がいいのか？部屋は寒くないのか？…
等々、皆さまそれぞれお悩みがあるかと思います。
　これからご家族でお住まい探しをする際に、少しでもスムーズに新生活の準備ができるように、こち
らの冊子をご活用いただければ幸いです。
　元気なお姿で、新入生の皆さまにお会いできることを心から楽しみにしています。

釧路公立大学生活協同組合　　

専務理事　工　藤　紘　将

マンションタイプの下宿へご入居される方は

火災保険のご加入は必須です。

マンションタイプ以外の下宿の方も「万が一の保障」に備えて保険へご加入いただくことをおススメ
しております。大学生協では、他人への賠償と一人暮らしの保険として「学生賠償責任保険（一人暮ら
し特約あり）」をご提案しております。同封の「CO·OP学生総合共済パンフレット」で保障内容をご
確認いただき、組合員加入と一緒にご加入をおススメします。

加入方法はWebからのお手続きをおすすめしています。

大学生協の共済キャラクター
「タヌロー」です。

CO・OP学生総合共済は全国211大学生協・
約68.0万人の学生組合員がたすけあう、
安心の保障制度です。

病気やケガ、賠償事故など学業継続に備える 2023年度版

詳しい保障内容等はパンフレット「大学生協のCO・OP学生総合共済」、Webサイトをご覧ください。

大学生協の保障制度で
大学生活の24時間・365日を応援します！

就学費用保障保険(総合生活保険)引受保険会社（幹事）：東京海上日動火災保険株式会社

CO・OP学生総合共済 学生賠償責任保険 引受保険会社（幹事）：三井住友海上火災保険株式会社

●ケガによる通院は、1日目から90日分保障
●入院は病気でもケガでも1日目から360日
分保障

●正課中及び日常生活中における賠償事故に備えた保障
●国内の賠償事故に対しては安心の示談交渉サービス付

※名誉き損・プライバシー侵害事故等を除く

●扶養者が病気やケガで死亡したり、
ケガで重度後遺障がいを負って学生
本人が扶養者に扶養されなくなった
場合の学資費用をサポート

※「一人暮らし特約」のみの加入はできません

●貸主（大家）に対する借家人賠償責任保障（示談交渉サービス
付）や、自分の家財に対する保障
●ケガや病気のために3日以上入院し、親族が駆けつける時の費
用等も保障（父母駆けつけ費用保障）

●精神疾患の診療を受けたとき、こころの早期対応保障
●重度後遺障害を負って復学した場合、学業復帰支援臨時費用を保障
●扶養者が亡くなられた場合、扶養者事故死亡・扶養者事故重度障害などで保障

学資費用の保障とは
•大学に納付する授業料、実験・実習費など
•大学からの指示に基づく教科書・教材などの購入費用　等

+
一人暮らし特約あり

B22-900779
承認年月：2022年7月

（学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険）

22-TC03792 作成年月 2022年8月

保険取扱代理店契約引受団体

https://hoken.univcoop.or.jp/
株式会社 大学生協保険サービス

所属の各大学生協の共済窓口
　　 コープ共済センター
　　 　0120-16-9431または

お問い合わせは
検 索検 索大学生協　共済

https://coopkyosai.coop/




