
お部屋探し
2019

ご来店のご予約、並びに「一人暮らし」のご相談・ご質問等は、お気軽にこちらまでご連絡願います。

hokusei@hokkaido.seikyou.ne.jp
北星学園生活協同組合ルームガイド（お部屋紹介）では、仲介手数料が掛りません。

○一人暮らし実践中の先輩アドバイザー達が、学生生活に適したお部屋の紹介や、具体的な生活  
　の情報を細かにお伝えいたします。
○併せて、学生生活に対応した「大学生協」の学生総合共済もご案内差し上げます。

TEL：011－891－2336番　FAX：011－891－2349番



みんなの学園生活を応援‼

北星学園生活協同組合とは
・�北星学園生活協同組合は「北星学園大学」「北星学園大学短期大学部」の学生・教員・
職員みなさまが出資金を出し合い組合員となられ、生活の向上を目的に運営されてい
る「非営利」の生活協同組合です。
・�大学内で学校法人北星学園の委託を受け、食堂・Café・購買・書籍・旅行、そして
お部屋紹介（ルームガイド）の、学業や研究活動のサポートとなる店舗運営を担ってお
ります。
・�大学会館内で運営している各店舗やサービス業務を利用する場合には「消費生活協同
組合法」に基づき、北星学園生協組合員になって頂くことが必要です。
・�北星学園大学・北星学園大学短期大学部の新入生となられる皆様には、ぜひとも北星
学園生活協同組合にご加入頂き、充実した大学生活をお送りください。

ごあいさつ
北星学園大学への合格、おめでとうございます。
また、平成30年�北海道胆振東部地震により被災された皆様へ、謹んで地

震災害のお見舞いを申し上げます。北海道といえど決して「災害がない」わ
けではないことを、私達は強く心に留めおかねばならないと感じるとともに、
安心・安全・平和な社会のありがたさを心より感じ、備えたいと思います。
さて、毎日が新しい体験、毎日がチャレンジの生活がはじまりますね！
これから始まる大学生活は、「社会人への歩みの一つ」です。
考え、悩むことも多いかと思いますが、周りの友達、先輩、先生、そして

私達生協の職員にアドバイスや意見をもらいながら、みんなで一つ一つ階段を
登り、卒業時には立派に社会に巣立つことを心より願っています。北星学園生協では、そのよ
うな「学び、成長する皆さん」を、様々な場面で最大限サポートいたします。
一人暮らしを考える方は本冊子を元に、まずは「ルームガイド」に足をお運び下さい。これ

まで多くの先輩を案内してきた職員と、実際に大学で学び生活する「先輩アドバイザー」が、
最後まで親身にご相談に応じます。
大学構内では、生協店舗・食堂・Caféが皆さんの生活をサポートします。大学に来たら一度

はお店に顔を出して下さい。毎日楽しいことが見つけられるはずですよ。

充実した大学生活を、一緒に作り上げていきましょう！

◆北星学園生協とは� 2
◆お部屋紹介（ルームガイド）学生アドバイザー紹介� 3
◆北星学園大学生の一人暮らし� 4
◆お部屋探しの手順� 6
◆お部屋情報、探すポイント、大学周辺MAP� 8
◆生協ルームガイド�営業カレンダー� 12
◆【お役立ちページ】生協、生協店舗のご紹介� 25
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北星学園生協のお部屋紹介は…

保護者の方からも好評です！

在学生がアドバイザーとして活躍しています！！

親身になって相談にのってく
れました。車で大学周辺を見て
回ったため、物件だけではな
く、立地も知ることができまし
た。また、キャンパス説明会
（オープンキャンパス）のとき
から相談する機会があったこと
も嬉しかったです。

私たちが対応させていただきます！

2016年度入学生
保護者

2018年度入学生
保護者

アドバイザーをしている学生全員が
一人暮らしをしているので、実際に
「北星学園大学で一人暮らしをしてい
る」生の声を聞くことができます。
また、学部・学科・学年・出身地も
バラバラなため、大学生活に関する
不安や疑問にもお答えすることが可
能です！

物件選びから内覧まで\担当させていただきます☆/

皆さんが親切に相談にのってくれ
たお陰で、良いお部屋に出会えま
した。初めて娘が「一人暮らし」
をするので不安でしたが、お部屋
のこと、大学生活の事情、質問に
も快く答えてくれたことで、安心
して決めることが出来ました。
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●文学部心理応用コミュニケーション学科 3 年 Ｈ・I さん（釧路市出身）

●物件住所：白石区南郷通 17 丁目（暖房：灯油、給湯：プロパンガス）

●自活収入（アルバイト）一ヶ月 50,000 円前後、職種：書籍販売店

●大学までの距離：徒歩 16 分・自転車７分

【先輩からの「一人暮らし」アドバイス】
大学生になり、大きな環境の変化のひとつが「一人暮らし」です。

自由度が高い分、身の周りの事は、全て自分でやらなければなりません。

大変なことも楽しいこともあります。それら全てが素晴らしい経験になるでしょう。大学生

活を楽しんでください。

北星学園
大学生の

「一人暮
らし」

を覗いて
みよう !

!

【先輩からの「一人暮らし」アドバイス】

時間のある大学生のうちに「一人暮らし」をすることは、とても良い経験だと思います。

このノウハウを心得ておくと、社会人になり働くようになっても、生活に余裕がもてると思います。

友達を呼んで、静かに人生を語り合えるのもサイコーですよ！！

●社会福祉学部　福祉臨床学科３年 Ｄ・Ｗさん（紋別市出身）

●物件住所：白石区栄通 19 丁目（暖房・給湯：オール電化、冷暖エアコン付き）

●自活収入（アルバイト）：一ヶ月 50,000 円前後、職種：カフェ

●大学までの距離：徒歩 13 分・自転車７分

【先輩からの「一人暮らし」アドバイス】

「一人暮らし」はワクワクと不安がいっぱいです。友達を呼ぶと楽しいですし、自分の思いどおりに

部屋を使えます。その代わり、家事を怠ると余計にお金が掛かり、汚い部屋になって仕舞います。先

輩からのアドバイスは「家事も楽しむ！」ことです。

掃除をしたあとのピカピカの部屋 を見たり、美味しいご飯を作れたりすると「俺って生活力あるじゃ

ん！！」と思えますよ！！

●経済学部 経営情報学科３年 Ｋ・∪さん（標茶町磯分内出身）

●物件住所：白石区本通 18 丁目（暖房：灯油、給湯：プロパンガス、冷暖エアコン付き）

●自活収入（アルバイト）：一ヶ月 60,000 円前後、職種：家電量販店

●大学までの距離：徒歩 19 分・自転車 10 分

3



●文学部心理応用コミュニケーション学科 3 年 Ｈ・I さん（釧路市出身）

●物件住所：白石区南郷通 17 丁目（暖房：灯油、給湯：プロパンガス）

●自活収入（アルバイト）一ヶ月 50,000 円前後、職種：書籍販売店

●大学までの距離：徒歩 16 分・自転車７分

【先輩からの「一人暮らし」アドバイス】
大学生になり、大きな環境の変化のひとつが「一人暮らし」です。

自由度が高い分、身の周りの事は、全て自分でやらなければなりません。

大変なことも楽しいこともあります。それら全てが素晴らしい経験になるでしょう。大学生

活を楽しんでください。

北星学園
大学生の

「一人暮
らし」

を覗いて
みよう !

!

【先輩からの「一人暮らし」アドバイス】

時間のある大学生のうちに「一人暮らし」をすることは、とても良い経験だと思います。

このノウハウを心得ておくと、社会人になり働くようになっても、生活に余裕がもてると思います。

友達を呼んで、静かに人生を語り合えるのもサイコーですよ！！

●社会福祉学部　福祉臨床学科３年 Ｄ・Ｗさん（紋別市出身）

●物件住所：白石区栄通 19 丁目（暖房・給湯：オール電化、冷暖エアコン付き）

●自活収入（アルバイト）：一ヶ月 50,000 円前後、職種：カフェ

●大学までの距離：徒歩 13 分・自転車７分

【先輩からの「一人暮らし」アドバイス】

「一人暮らし」はワクワクと不安がいっぱいです。友達を呼ぶと楽しいですし、自分の思いどおりに

部屋を使えます。その代わり、家事を怠ると余計にお金が掛かり、汚い部屋になって仕舞います。先

輩からのアドバイスは「家事も楽しむ！」ことです。

掃除をしたあとのピカピカの部屋 を見たり、美味しいご飯を作れたりすると「俺って生活力あるじゃ

ん！！」と思えますよ！！

●経済学部 経営情報学科３年 Ｋ・∪さん（標茶町磯分内出身）

●物件住所：白石区本通 18 丁目（暖房：灯油、給湯：プロパンガス、冷暖エアコン付き）

●自活収入（アルバイト）：一ヶ月 60,000 円前後、職種：家電量販店

●大学までの距離：徒歩 19 分・自転車 10 分

4



STEP.１ リサーチ
『2019お部屋探しBIBLE』2019�or�北星学園
生協HPより物件情報をチェック‼
掲載されていない物件もご案内、ご紹介が可能
です。

STEP.2 お問い合せ
お電話・FAXより事前のご来店ご予約をいただ
けますと、ご案内がスムースに進みます。
まずは、ご連絡・ご相談をお待ちしております。
☎011-891-2336までお気軽にお問い合せく
ださい。
また、冊子に挟み込んでいる『希望条件シー
ト』にご記入の上、FAXをお送り下さい。　

北星学園生活協同組合ルームガイド

「お部屋探し」
ガイダンス いよいよ始まる

初めての「一人暮らし」は、
わからないことだらけ。

『北星学園生協ルームガイド』では、
そんな疑問や不安な気持ちに向き合って、

しっかりと「お部屋探し」を
サポートさせていただきます。

お気軽に☎011-891-2336まで、
お電話お待ちしております‼

北星学園生協が
しっかりとサポート‼

5
生協は「組合員のお店」です。ご利用にあたっては、生協組合員加入が必要です。

加入方法については、別冊「加入手続きのご案内」を参考に、WEBからの加入をオススメしております。



STEP. ４ お部屋ご案内
さあ、お気に入り物件へご案内いたします。
現役学生アドバイザーさんと一緒に、お部屋
見学に出かけましょう‼
しっかり気になるポイントチェックが大切で
す‼

STEP. ３ ご来店
北星学園大学キャンパス内「大学会館」１階
購買店内で「ルームガイド」の受付を行って
います。
いよいよ「お部屋探し」の開始です。

STEP. ５ ご入居お申し込み・ご契約
◦お気に入りのお部屋が決まったら「入居申込書」にご記入いただきます。
◦後日「契約書類」一式を、ご自宅にお送り致します。
◦「ご契約必要書類」のご返送と、「ご契約時費用」のお振り込みが完了後、ご　
　入居日に「居室鍵」をお渡し致します。
◦電気・水道・ガス灯油等の供給会社へのご連絡・ご契約をお忘れなく‼

☎ 011-891-2336
FAX��011-891-2349
E-mail��hokusei@hokkaido.seikyou.ne.jp

北星学園生協のお部屋紹介では仲介手数料は掛かりません。

お問い合わせ・ご来店のご予約は北星学園生活協同組合ルームガイド

6お部屋探しの際には、ぜひ「組合員加入手続きも一緒に」進めて頂きますようお願いいたします。



北星学園生協ルームガイド
ご紹介物件（一部）情報
ここに掲載されている情報は、ご紹介物件の一部ですので、
他のご希望物件もまだまだ沢山ご紹介が可能です‼
お気軽にお問い合わせください‼

北星学園生協ルームガイドお部屋ご案内の特徴は・・・

現在、一人暮らしを送って
いる現役学生「ルームガイド
アドバイザー」の先輩達が、
親身になってリアルな生活
や、お部屋探しのポイント、
大学生活等々、学生生活の
経験を元にしっかりと相談
に乗ってくれます。

内覧が可能な「お部屋」へ
のご案内は、北星学園生協
ルームガイドでご用意して
おります。
（但し、冬期の天候急変の
時には、ご対応出来かねる
場合がございますこと、ご
理解願います。）

北星学園生協ルームガイドでは、お部屋のご紹
介・ご契約に至っても「仲介手数料」は無料です。
また、契約後には来年からお家賃が発生する「ス
ライドサービス物件」のご案内も可能です。
安心してご利用下さい。

北星学園生協ルームガイ
ドでは、大学生協オリジナ
ルマンションをご案内して
おります。
この物件は『北星学園大学
生専用』のオール電化・オー
トロック・徒歩８分ほどの
お勧め物件です。

合格の発表が早い方は、実際にお部屋の内覧が
出来ずに契約となる場合も想定されます。
北星学園生協ルームガイドでは、初めての「ひと
り暮らし」に向かって、不安や心配・疑問等を先
輩学生・職員がしっかりとサポートさせていただ
きます。

札幌市厚別区大谷地２丁目３番地１号　北星学園大学会館内
TEL：011-891-2336   FAX：011-891-2349
（次ページの営業カレンダーをご参照下さい。）
E-mail：hokusei@hokkaido.seikyou.ne.jp

何なりとお気軽に、ご質問・お問い合わせお待ちしております‼（担当：佐々木まで）

状況は随時変わります
ので、 お越しの際はぜ
ひご一報下さい！！
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お部屋探しの方法下見のポイント

陽当りは？
どうしても、新入学生のお部屋探しの時期は、日入りが早い
のでできるだけ明るいうちに、その物件を確認しましょう。

窓の大きさは？
ごくまれに規定と違う大きさがあります。引越しのときに
必要になるのがカーペット・カーテン・照明です。下見の
ときにチェックしておきましょう。

コンセントの位置は？
コンセントの数・TVアンテナの位置・電話ジャックの位置
を確認しましょう。
家電やPCの置き場所が決まってきます。

収納は？
新しい建物はクローゼットがあり、古い建物は押入れの広い
所が多いです。中くらいの所は収納の狭いところが多い傾
向にあります。ベッド下に収納するなど工夫して住みよく
しましょう。

一般的に契約成立時には不動産会社に対して家賃１ヶ月分
+消費税の仲介手数料を支払いますが生協では無料です。
そちらをぜひ新生活の準備にお役立て下さい。

ルームガイドアドバイザーは現役の一人暮らし学生。
みなさんのお部屋探しを支えてくれるルームガイドアドバ
イザーは皆、現役の一人暮らし大先輩です。
大学生活・実生活のなかみをたっぷりと質問して下さい。

家電・家具もまとめてご注文承ります。
実際に大学生が企画し選んだ家電家具を「大学生協の新生
活用品カタログ」に掲載しました。一人暮らしや、自宅学習
に使いやすい物を選んでいますので是非ご利用下さい。家
電保証は最長６年間です。

お部屋探しの開始時期

推薦入学の方へ
試験日を含め年明け早々に決める方が多いようです。
合格発表後は日曜日も営業していますので９ページのルー
ムガイド営業カレンダーを参考にして下さい。

一般入試の方へ
北星学園への入学を決めたら、すぐにご来店の予約を！
２月21日の合格発表後は土・日も営業しています。

国公立併願
国公立の合格発表後、即ご連絡下さい。
後期合格発表の後でもご紹介していますし、もし可能ならば
入居日を少し遅らせることで選択肢も増えます。

お部屋探しのポイント

北星学園生協では仲介手数料無料

優先順位を決めましょう
● まずは、ルームガイドアドバイザーにお気軽にご相
談ください。
●ご予算に応じた物件をご紹介ご案内させていただき
ます。

●地下鉄１駅　徒歩約15分と考えてください。
北星学園生はほとんど地下鉄２駅以内にお部屋を借
りています。（２駅までが乗車基本料の200円、自転
車だと15分程度です）

●ワンルーム・１K・１DK・１LDKが一番選ばれます。
兄弟姉妹で２DK・２LDK生活の方もおられます。
最新の設備が揃っている物件や新築物件はお家賃高
めとなります。

周辺環境のチェック　
・ゴミステーションの状態はキレイか？
・メールBOXやその周りは整頓されているか？
・自転車置場の確認
・物件周辺の環境はどうか？
・冬場の下見なので除雪はしっかりできているか？
・買い物施設やルートの確認を。

ご
予 

算

場 

所

広
さ・設
備

ここに掲載されている情報は、ご紹介物件の一部ですので、
他のご希望物件もまだまだ沢山ご紹介が可能です‼
お気軽にお問い合わせください‼
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炭香
眞麺
穂高

赤い館赤い館
あかだ家あかだ家

炭火屋
BB

炭火屋
BB

栄通栄通

川
別
厚

川
別
厚

北星学園大学北星学園大学

おにぎり家さん

4

飲食店

スーパー

銀行・郵便局

その他

病院

クスリのツルハ南郷18丁目店

南郷18丁目&北海道銀行

根室花まる南郷18丁目店

串鳥栄通店

北洋銀行東月寒支店

カラオケキャッツアイ栄通店

すき家北野店
マックスバリュー北野店

Big House イースト店

セカンドストリート大谷地店

北洋銀行大谷地支店
バスターミナル

CAPO東光ストア

つぼ八大谷地店

セイコーマート大谷地店

北海道銀行大谷地支店

大谷地
神社

ニトリ厚別店

ケンタッキーフライドチキン
ＫＦＧ南郷18丁目店

ボストンベイク南郷18丁目店

南郷18丁目郵便局&文教堂書店

コープさっぽろルーシー店

大谷地
冒険公園

大学生協オリジナルマンション
カサ・グレイス

札幌清田南郵便局

虹の橋

ドコい
く？ 北星学 園大学

周辺生 活MAP
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大谷地の森
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炭火屋
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栄通栄通

川
別
厚

川
別
厚

北星学園大学北星学園大学

おにぎり家さん

4

飲食店

スーパー

銀行・郵便局

その他

病院

クスリのツルハ南郷18丁目店

南郷18丁目&北海道銀行

根室花まる南郷18丁目店

串鳥栄通店

北洋銀行東月寒支店

カラオケキャッツアイ栄通店

すき家北野店
マックスバリュー北野店

Big House イースト店

セカンドストリート大谷地店

北洋銀行大谷地支店
バスターミナル

CAPO東光ストア

つぼ八大谷地店

セイコーマート大谷地店

北海道銀行大谷地支店

大谷地
神社

ニトリ厚別店

ケンタッキーフライドチキン
ＫＦＧ南郷18丁目店

ボストンベイク南郷18丁目店

南郷18丁目郵便局&文教堂書店

コープさっぽろルーシー店

大谷地
冒険公園

大学生協オリジナルマンション
カサ・グレイス

札幌清田南郵便局

虹の橋

ソコいく？北星学 園大学
周辺生 活MAP



お部屋紹介営業カレンダー

10:00 ～ 15:00
閉店

受付時間内にご来店ください。
できるだけ

・なお、日没後の暗いなかではお部屋
本来の様子や陽当りが確認できなく
なるのでご注意を。
・到着時間が前後する場合にはお気軽
にご相談願います。

受 付 時 間 2018 年 12 月
月 火 水 木 金 土 日
2018 年 11 月

1 2 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 24 25
26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30
31

月 火 水 木 金 土 日
2019 年１月

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日
2019 年２月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日
2019 年３月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

１/18 １/19 １/20 センター入試 ２/５～２/８ 一般入試
２/21（木）一般・センターＩ期合格発表

３/18（月）センター II 期合格発表

11/17（土）特別入試
11/26（月）特別入試合格発表

12/１（土）公募・自己推薦入試
12/７（金）公募・自己推薦合格発表

敷金　家賃1か月分 清掃料　26,000円

共益費　4,600円 町内会費　1,200円/年

住所：札幌市清田区北野７条５丁目

建築年：2002年2月築

構造：鉄筋3階建　総戸数：33戸

間取り：10.8+Ｋ、13.5+Ｋ

面積：33.18㎡、38.13㎡

距離：大学まで徒歩9分　自転車6分

最寄り駅：中央バス　61番　北野7条4丁目より徒歩3分
　　　　　乗車料金　240円で札幌駅まで行けます。
　　　　　地下鉄東西線「大谷地」駅より徒歩18分

A-148 インターネット無料

カサ・グレイス
家賃 4.0～4.6万円

北星学園生専用
大学生協
オリジナルマンション

インターネット月額無料　　　　wifi
北星学園キャンパスまで徒歩9分
建物に死角が無く、北星学園生のみの入居で安心・安生な居住空間です。
管理会社・警察・消防に直接つながるインテグラボードで24時間管理されています。

オール電化 24時間管理

11 ご来店が難しい場合でもお気軽にご相談ください。電話・FAX・メールでご対応いたします。



北星学園生協は仲介手数料が掛かりません。

A-688 ネット2000円で使い放題サンホーム館　ＲＢ

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 2,000円 町内会費� ー

住所：札幌市白石区南郷通13丁目南
建築年：2004年1月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：16.0　他
面積：32.75㎡　他
距離：地下鉄東西線南郷13丁目　徒歩2分
清掃料　20,000円
希望者鍵交換　15,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄便

座・洗面台・ウォークインクローゼット

家賃4.2～4.8万円
A-689 ネット2000円で使い放題サンホーム館　L

敷　金�家賃＋管理費 水道料� ��メーター
共益費・管理費��2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通13丁目南
建築年：1998年8月
構造：木造3階建　総戸数：7戸
間取り：11.0、13.0
面積：26.4㎡、31.46㎡
距離：地下鉄東西線南郷13丁目徒歩2分
����水廻り消毒料　20,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座・ウォークインクローゼット・エ
アコン（一部）��

A－689

家賃3.8～4.2万円

洋11帖

A-626

DK
6.5帖

洋室
6帖

物入

洗面

浴
室

PSWC玄関

UT

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 3,000円 町内会費� ―

住所：札幌市白石区南郷通14丁目北
建築年：1990年3月
構造：鉄筋7階建　総戸数：16戸
間取り：6.5+5.0　他
面積：25.7㎡　他
距離：大学まで自転車15分
　　　地下鉄南郷13丁目駅徒歩1分
清掃料　22,000円
ストーブOH料金　13,000円
設備　�フレッツ光・都市ガス・FFガス暖房・

エレベーター・洗面台

家賃3.0～3.2万円
A-677 マンションクレスト

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 2,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区本郷通13丁目北
建築年：2001年1月
構造：鉄骨3階建　総戸数：5戸
間取り：10.1+2.5ｋ+8.0
面積：38.23㎡
距離：大学まで自転車17分

地下鉄東西線南郷13丁目駅徒歩4分
��水廻り・家電家具消毒料　19,440円
��設備　�1Fオーナー居住・TVモニターホン・

FF灯油暖房・都市ガス・洗面台・洗
浄便座・バルコニー

A－677

家賃4.4～4.6万円

A-695 24時間管理オートロックPlie南郷

敷　金� なし 水道料� メーター
共益費・管理費� 4,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区南郷通１３丁目南
建築年：2009年7月
構造：鉄筋コンクリート造4階建
総戸数：11戸
間取り：7.5＋5.0
面積：29.61㎡
距離：地下鉄東西線南郷13丁目駅徒歩2分
��水廻り消毒料　20,000円
24時間サービス　1,000円/月
設備：シャワートイレ・暖房（灯油）・オートロッ
ク・インターホン・

家賃4.3万円ほか
A-706 インターネット無料24時間管理ノースフィラ

敷　金� なし 水道料�2,900円/月
共益費・管理費� 2,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通１３丁目
建築年：1987年12月
構造：鉄筋コンクリート造4階建
総戸数：24戸
間取り：7＋2.5
面積：20.08㎡
距離：地下鉄東西線南郷13丁目駅徒歩6分
��水廻り消毒料　17,000円
24時間管理料　300円/月
設備　バス・トイレ別・暖房（プロパンガス）・ネッ
ト使用料不要・照明・網戸・自転車置き場

家賃2.7万円ほか

A-620

敷　金� なし 水道料� 2,500円/月
共益費・管理費�3,000円 町内会費� 100円

住所：札幌市白石区本通１４丁目南
建築年：1995年2月
構造：鉄筋造4階建　総戸数：18戸
間取り：5+5.5
面積：23.92㎡
地下鉄東西線南郷13丁目駅徒歩4分
ハウスクリーニング費用　23,000円
鍵交換料　10,000円
24時間管理費　1,000円/月
設備　�ガス暖房・ネット使用料不要

家賃3.0万円ほか
インターネット無料24時間管理

家具家電貸与都市ガス都市ガス

A-638

敷　金� なし 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 100円

住所：札幌市白石区南郷通14丁目南
建築年：2018年8月
構造：鉄筋コンクリート造4階建
総戸数：16戸
間取り：9.13+5.9＋Kほか
面積：35.11㎡ほか
地下鉄東西線南郷13丁目駅徒歩3分
清掃料　20,000円（退去時払い）
設備　�オートロック・宅配BOX・居室入口デジタル錠・

エアコン・LED照明・バルコニー・ガスコンロ・
シャンプードレッサー・ウォシュレット

家賃4.7～5.0万円
インターネット無料家具家電付

新築

地
下
鉄
東
西
線
　
南
郷
13
丁
目
駅
　
～
南
郷
通
13
・
14
丁
目

12



A-600

6帖 3帖

家具家電貸与

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 1,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通15丁目
建築年：1993年7月
構造：木造3階建　総戸数：10戸
間取り：6.0＋3.0　他
面積：14.58㎡　他
距離：地下鉄東西線南郷18丁目徒歩12分
水廻り消毒料　16,200円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・家電

数点貸与・車庫内駐輪場

家賃2.9～3.5万円

A-545

6帖6帖

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� ―

住所：札幌市白石区栄通16丁目
建築年：1987年7月
構造：木造3階建　総戸数：14戸
間取り：6.0＋6.0
面積：23㎡　他
距離：大学まで徒歩24分　自転車12分

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩8分
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・網戸・

フローリング・リモコン照明

家賃2.8万円

A-596

敷　金� なし 水道料� 2,800円/月
共益費・管理費�3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通１５丁目南
建築年：1988年12月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：24戸
間取り：9＋2
面積：26㎡
距離：地下鉄東西線南郷13丁目徒歩5分
24時間管理費　1,000円/月
水廻り消毒料　20,000円
FF分解清掃費用　15,000円
設備　バス・トイレ別・�TVモニターホン・灯
　　　油暖房

家賃2.7万円ほか
A-595

敷　金� なし 水道料� 2,500円/月
共益費・管理費�2,000円 町内会費� 100円

住所：札幌市白石区南郷通１５丁目南
建築年：1992年1月
構造：鉄筋コンクリート4階建　総戸数：16戸
間取り：7.3＋2.0
面積：21.06㎡
距離：大学まで徒歩30分、自転車15分
　　　地下鉄東西線南郷13丁目徒歩6分
水廻り消毒料　20,000円
鍵交換費用　8,000円
24時間サービス　600円/月
設備　�バス・トイレ別・暖房（都市ガス）

家賃2.5万円ほか

A-608

敷　金� なし 水道料� メーター
管理費� 3,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通15丁目
建築年：2001年1月
構造：木造3階建　総戸数：6戸
間取り：6.0＋5.0
面積：26.4㎡
距離：地下鉄東西線南郷13丁目徒歩9分
水廻り消毒料　20,000円
抗菌施工料　10,800円
設備　ガスキッチン・LPガス・トイレ/バス別・水洗・
公共下水・灯油FF暖房・TVインターホン・光回線・
室内洗濯機置場・トランクルーム・物置・玄関フード

家賃2.7万円ほか

A-526

敷　金� なし 水道料� メーター
共益費・管理費�2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通１６丁目北
建築年：1988年5月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：24戸
間取り：5.8＋6.2
面積：24.79㎡
距離：大学まで徒歩26分　自転車12分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩8分
FF分解清掃費用　27,000円
室内清掃費用　21,600円
24時間管理費　864円/月
設備　�ネット使用料不要

家賃3.4万円ほか

A-554 ウォークインクローゼット

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費・管理費�2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通１６丁目
建築年：1990年5月
構造：木造一部RC造3階建　総戸数：9戸
間取り：14
面積：30.15㎡
距離：大学まで徒歩21分　自転車10分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩10分
水廻り消毒料　20,000円
設備　�バス・トイレ別・暖房（灯油）・ウォー

クインクローゼット

家賃3.3万円ほか

24時間管理 24時間管理 都市ガス24時間管理

24時間管理

インターネット無料24時間管理 A-548

敷　金� なし 水道料� 2,500円
管理費� 2,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通16丁目
建築年：1993年
構造：鉄骨造4階建
間取り：5.0＋5.5
面積：23.925㎡
距離：大学まで徒歩24分　自転車12分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩10分
24時間管理費　1,080円/月��

家賃3.0万円
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13 ご来店が難しい場合でもお気軽にご相談ください。電話・FAX・メールでご対応いたします。



本誌掲載物件はほんの一部です。その他多数ご紹介可能です。

A-430 ロイヤルまつもと

敷　金� 不要 水道料� 2,700円
共益費� 込 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通17丁目南
建築年：1984年2月
構造：鉄筋コンクリート造3階建　総戸数：12戸
間取り：8.0、10.0
面積：15㎡、16.5㎡
距離：大学まで徒歩20分　自転車10分

��地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩2分
室内清掃料　14,000円
水廻り消毒料　家電　5,000円
設備　�TVモニターホン・エアコン・FFガス暖

房・家電貸与（冷蔵庫・洗濯機・TV）�

A－430

家賃2.3～2.8万円
ネット12Mb無料

８帖

家電貸与 A-431 都市ガス

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� �2,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区南郷通17丁目南
建築年：1994年10月
構造：鉄筋3階建　総戸数：9戸
間取り：12.0k
面積：28.92㎡
距離：大学まで徒歩17分　自転車8分

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩2分
設備　都市ガス�FF暖房・温水洗浄便座

家賃2.9～3.4万円

A-436

 

7.0 帖6.0 帖

敷　金� 不要 水道料� 2,500円
共益費� 込 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通17丁目南
建築年：1990年9月
構造：鉄筋コンクリート造4階建
総戸数：12戸
間取り：7.0＋6.0
面積：27㎡
距離：大学まで徒歩19分　自転車10分
地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩2分
室内清掃料　30,000円　家電消毒料　3,000円
設備　�ＴＶモニターホン・FF灯油暖房・LED照明・家電

貸与（冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ）・洗面台（改
築した部屋のみ）

家賃3.5万円
A-438 サンピアS17

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通17丁目南
建築年：2006年6月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：9.0　他
面積：21.78㎡　他
距離：大学まで徒歩22分　自転車11分��

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩6分
室内清掃料　20,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座・洗面台・アメリカンユーティリ
ティー・ウォークインクローゼット��

A－438

家賃3.8～4.2万円

 

9帖

インターネット無料

A-441 プロムナード17

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料�メーター�3・4F固定
共益費・管理費��3,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通17丁目南
建築年：1989年1月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：12戸
間取り：6.0＋5.5
面積：28㎡
距離：大学まで徒歩21分　自転車10分
��地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩6分
室内清掃料　20,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房��

A－441

家賃3.2万円

5.5 帖 6.0 帖

A-444

敷　金� なし 水道料� メーター
共益費・管理費�3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通１７丁目南
建築年：2011年11月
構造：鉄筋コンクリート4階建　総戸数：11戸
間取り：8.9＋4.0
面積：29.87㎡
距離：大学まで徒歩18分、自転車9分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩5分
室内清掃料　20,000円　FF分解清掃費用　15,000円
夜間サポート料　800円/月
設備　防犯カメラ・オートロック・インターホン（カメ
ラ付き）・フロアタイル・�バルコニー／ベランダ・電気・
デザイナーズ・自転車置場・間接照明・網戸

家賃4.9万円ほか
オートロック

A-449

敷　金� なし 水道料� メーター
共益費・管理費�2,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通１７丁目
建築年：1991年2月
構造：木造3階建　総戸数：14戸
間取り：6.0＋6.0
面積：17.32㎡
距離：大学まで徒歩22分、自転車10分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩5分
室内清掃費用　21,600円
FF分解清掃費用　27,000円
24時間管理費　864円/月
設備　�バス・トイレ別・ロフト付

家賃2.6万円ほか
24時間管理 ロフトA-432

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� 2,800円
共益費・管理費�2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通１７丁目南
建築年：1990年1月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：16戸
間取り：6.0＋3.0
面積：18.95㎡
距離：大学まで徒歩17分、自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩3分
水廻り消毒料　15,000円
室内清掃費用　18,000円

家賃2.3万円ほか

インターネット無料
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A-453 グランデ弐番館

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 2,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通17丁目
建築年：2000年1月
構造：鉄筋コンクリート造3階建　総戸数：9戸
間取り：7.5＋5.0＋1.5k
面積：24.6㎡、25.2㎡
距離：地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩7分
����水廻り消毒料　19,440円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗面台・

洗浄便座・家電数点貸与��

A－453

家賃3.9～4.6万円

7.5 帖 5.0 帖

家具家電貸与都市ガス A-508

ＵＴ

Ｋ洋5.2帖 居間7.5帖

浴
室

収納 ＷＣ

家具家電貸与

敷　金� 不要 水道料� メーター
共益費� �2,500円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通17丁目
建築年：1995年8月
構造：木造3階建　総戸数：12戸
間取り：10＋1k　他
面積：23㎡
距離：大学まで徒歩18分　自転車9分

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩9分
BS対応
設備　TVモニターホン・�FF灯油暖房

家賃2.4～3.5万円

A-402 家電貸与 インターネット無料wifi無料

10帖

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区本通17丁目南
建築年：1995年2月
構造：鉄筋コンクリート造3階建
総戸数：36戸
間取り：10
面積：24.3㎡
距離：大学まで徒歩19分　自転車9分
地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩8分
水廻り消毒料　20,000円
設備　�オートロック・FF灯油暖房・TVモニターホ

ン・洗面台・洗浄便座・家電数点貸与

家賃3.8～4.0万円

A-402 無料 インターネット無料wifi家具家電貸与

路
道

11 帖

　　　　　　 ２階以上で暮らしたい方には最適で、建物に
はオートロック、防犯カメラ、ＴＶモニターホンもついて
おりますのでこのセキュリティなら安心です。インター
ネットも無料で使用できます。鉄筋マンションなので暖か
く冬期間は燃料費も節約出来ます。郵便局、コンビニまで
徒歩２分です。
新生活に必要な家具と家電（冷蔵庫・洗濯機等）も設置し
ていますので引っ越し作業も楽になります。

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区本通17丁目南
建築年：1982年1月
構造：鉄筋コンクリート造3階建　総戸数：36戸
間取り：11
面積：25.5㎡
距離：大学まで徒歩19分　自転車9分
�設備　�オートロック・FF灯油暖房・TVモニ

ターホン・洗面台・洗浄便座・家電数
点貸与

家賃3.8万円

A-409 ラルジュ南郷

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費・管理費��3,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区本通17丁目南
建築年：2008年9月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：8戸
間取り：9.8＋2.8k＋5.4＋6.0　他
面積：55.6㎡　他
距離：地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩4分��
設備　�オートロック・TVモニターホン・FFガ

ス暖房・洗面台・洗浄便座・IHヒーター��

A－409

家賃6.3～7.0万円

9.8 帖
5.4 帖

6.0 帖

A-448

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� なし 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通１７丁目
建築年：1986年
構造：木造2階建
間取り：8.0＋6.0
面積：29.5㎡
距離：大学まで徒歩18分、自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩4分
水廻り消毒料　20,000円
設備　暖房（プロパンガス）・インターホン（カ
メラ付き）

家賃3.0万円ほか
A-508

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� なし 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通１７丁目
建築年：1994年12月
構造：木造一部RC造2階建　総戸数：6戸
間取り：7.0＋4.5
面積：20.97㎡
距離：大学まで徒歩19分、自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩4分
水廻消毒料　15,000円
設備　�バス・トイレ別・暖房（灯油）・トラン

クルーム・インターネット無料（Wi-Fi�
12M）

家賃3.5万円ほか

A-456

敷　金� なし 水道料� メーター
管理費� 3,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通17丁目
建築年：2000年1月
構造：鉄筋コンクリート造4階建て　総戸数：12戸
間取り：7.0＋5.0
面積：25.2㎡
距離：大学まで徒歩20分、自転車9分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩6分
水廻消毒料　20,000円　FF分解清掃費用　15,000円
24時間管理費　1,000円/月
設備　�バス・トイレ別・暖房（灯油）・防犯カメラ・インター

ホン（カメラ付き）

家賃3.7万円ほか
24時間管理

インターネット無料
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本誌掲載物件はほんの一部です。その他多数ご紹介可能です。

A-314 ファーストレジデンス藤

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通18丁目南
建築年：1991年9月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：9戸
間取り：9.5＋4.7　他
面積：25㎡
距離：大学まで徒歩13分　自転車7分

��地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩3分
��水廻り消毒料　19,940円
設備　�オートロック・天然ガス・FFガス暖房・

洗浄便座・家電貸与�

A－314

家賃4.4～4.6万円

9.5 帖4.7 帖

家具家電貸与都市ガス A-318 ローヤルハイツ南郷１８

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通１８丁目南
建築年：1996年7月
構造：木造3階建　総戸数：6戸
間取り：8.0+4.5
面積：28.71㎡
距離：大学まで徒歩19分　自転車9分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩１分
��室内清掃料　20,000円
��設備　�FF灯油暖房・フローリング

A－318

家賃3.3～3.7万円

LDK8帖洋4.5帖

クロ W
C

玄

浴
室

A-306 アレイ18

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通18丁目北
建築年：1994年4月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：13戸
間取り：7.5＋6
面積：28.2㎡
距離：大学まで徒歩19分　自転車9分

��地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩3分
水廻り消毒料　18,000円
設備　�FF灯油暖房・TVモニターホン・シュー

ズBOX・網戸・照明��

A－306

家賃3.7～4.0万円

7.5帖6帖

A-311

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 3,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区南郷通18丁目南
建築年：2008年4月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：11戸
間取り：8.2＋4.0
面積：29.71㎡
距離：大学まで徒歩13分、自転車7分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩2分
水廻消毒料　20,000円
FF分解清掃費用　18,000円
設備　�暖房（灯油）・光ファンバー・BS共聴ア

ンテナ・オートロック

家賃4.4万円ほか
オートロック A-313

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� 2,500円
管理費� 2,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区南郷通１８丁目南
建築年：1989年2月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：16戸
間取り：9.0
面積：26.4㎡
距離：大学まで徒歩17分、自転車7分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩2分
撤去次清掃料　27,000円
24時間管理費　1,800円/月
設備　�インターホン（カメラ付き）

家賃3.3万円ほか

A-307

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� なし 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通１８丁目北
建築年：1987年9月
構造：鉄筋コンクリート造4階建
間取り：6.0＋6.0
面積：25.5㎡
距離：大学まで徒歩18分、自転車9分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩2分

家賃3.5万円ほか

A-304

敷　金� なし 水道料� メーター
管理費� 3,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区本通18丁目南
建築年：1999年3月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：10戸
間取り：7.0＋4.0
面積：25.2㎡
距離：大学まで徒歩19分、自転車9分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩3分
水廻消毒料　20,000円
FF分解清掃費用　15,000円
24時間管理費　1,000円/月
設備　�暖房（灯油）・インターホン

家賃3.2万円ほか
A-303

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� 2,800円
共益費・管理費�なし 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通１８丁目北
建築年：1989年10月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：15戸
間取り：8.0＋1.75
面積：25.34㎡
距離：大学まで徒歩18分、自転車9分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩1分
清掃料　22,000円
緊急サポート　800/月
設備　�バス・トイレ別・暖房（灯油）・ネット

使用料不要

家賃3.2万円ほか

24時間管理 24時間管理

24時間管理

24時間管理 24時間管理インターネット無料
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北星学園生協は仲介手数料が掛かりません。

A-328

A-301 プロシード本通

敷　金� 不要 水道料� メーター
共益費� 5,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区本通18丁目南
建築年：1989年3月
構造：鉄筋10階建　総戸数：66戸
間取り：5.5+5.5
面積：24.17㎡
距離：大学まで徒歩17分　自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩6分
��契約更新手続き有
鍵販売交換料　15,000円
設備　�オートロック・インターホン・バルコ

ニー・FFガス暖房・ガス代特別プラン

A－301

家賃2.8～4.8万円

洋室5.5帖

UB

WC

台所
居間5.5帖

プールフィス

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費・管理費��3,000円 町内会費� 250円
住所：札幌市白石区栄通18丁目
建築年：2005年10月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：8戸
間取り：7.3＋4.2　他
面積：31.14㎡　他
距離：大学まで徒歩19分　自転車9分

��地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩6分
24時間管理　600円/月
��水廻り消毒料　20,000円
ストーブOH代　18,000円
��鍵設定代　8,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗面台

A－328

家賃4.5～4.8万円

居10.7帖

洋5.2帖

A-339 家具家電貸与

ＵＴ

洋13帖

収納ＷＣ 浴室玄関

敷　金� 不要 水道料� メーター
共益費・管理費��2,500円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通18丁目
建築年：1994年7月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：13＋k　他
面積：28.05㎡
距離：大学まで徒歩17分　自転車9分

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩5分
設備　温水洗浄便座・モニター付インターホ
ン・�FF灯油暖房・洗面化粧台　

家賃3.5～3.7万円

A-335
 

  
 8帖

6帖 7帖

　　　　　　宜しくお願い致します。長い間北星学園大
学の学生さん達に入居していただき社会人として旅立っ
ていきました。隣接するコープさっぽろでアルバイトを
していた学生さんもいました。地下鉄駅からも近くとて
も便利な場所です。

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費・管理費� 込 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通18丁目
建築年：1983年12月
構造：鉄骨造3階建　総戸数：6戸
間取り：8.0、他
面積：14.9㎡　他
距離：大学まで徒歩16分　自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩3分
室内清掃料　16,000円
設備　�FFガス暖房・網戸・照明�

家賃2.5～3.0万円

A-382 アップルハウス月寒東

敷　金� 不要 水道料� メーター
管理費� 2,800円 町内会費� 200円

住所：札幌市豊平区月寒東5条18丁目
建築年：1987年12月
構造：木造2階建　総戸数：14戸
間取り：7.0＋1.5K　他
面積：25㎡　他
距離：大学まで徒歩22分　自転車11分

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩10分
24時間管理：1,000円/月　室内清掃料：15,000円
鍵設定代：12,000円　設備：TVモニターホン・FF灯油暖房
家電リース：月額2,500円＋税（下記より4点）
TV(地デジ対応）・冷蔵庫（２ドア）・洗濯機・電子レンジ・
照明器具・ガスコンロ

A-382

家賃2.2～2.6万円
インターネット無料家電リース

208

洋室
7.5帖

浴室

WC

K1.5帖

A-302 家電貸与

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 3,500円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区本通18丁目南
建築年：1999年
構造：鉄筋コンクリート造4階建
間取り：7.0＋3.5
面積：23.925㎡
距離：大学まで徒歩15分、自転車7分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩4分
24時間管理費　1,080円
設備　�バス・トイレ別・光ファンバー（月額無料）・

灯油FF

家賃3.4万円ほか

A-330 カードキー

敷　金� なし 水道料� メーター
共益費・管理費�1,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通１８丁目
建築年：2000年8月
構造：木造3階建　総戸数：6戸
間取り：6.5＋4.3
面積：23.96㎡
距離：大学まで徒歩13分　自転車7分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩8分
退去時水廻り消毒料　20,520円
ストーブ分解清掃料　21,600円
設備　�バス・トイレ別・トランクルーム・インター

ホン（カメラ付き）　

家賃3.4万円

24時間管理インターネット無料　
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道
路

１ ２

３５

10.6 帖

4.3 帖

10.0 帖

4.2 帖

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター�

共益費� 4,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通19丁目

建築年：2008年2月

構造：鉄骨造4階建　総戸数：16戸

間取り：10＋4.3　他

面積：34.19㎡　他

距離：大学まで徒歩15分　自転車7分
地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩3分

室内清掃料　20,000円
設備　オール電化・オートロック・TVモニター
ホン・蓄熱式暖房機・電気温水器・IHヒーター・
洗面台・洗浄便座・昇降式物干し

家賃4.9～5.1万円

A-276 パークハイツ

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料�メーター�3Fのみ固定
共益費� 込 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通19丁目
建築年：1983年10月
構造：鉄骨造3階建　総戸数：16戸
間取り：6＋3k
面積：19㎡
距離：大学まで徒歩14分　自転車7分��

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩3分
室内清掃料　15,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座・自転車冬季屋内保管�

A－276

家賃2.8～3.3万円

 

6帖3帖

7.1 帖 5.12 帖

7.1 帖

4.56 帖

3.7 帖 3.14 帖

道
路 １ ２

３５

A-277 

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター�
共益費� 込 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通19丁目
建築年：2009年9月
構造：鉄筋コンクリート3階建　総戸数：11戸
間取り：7.1＋4.5　他
面積：35.06㎡　他
距離：大学まで徒歩15分　自転車7分

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩6分
室内清掃料　20,000円
設備　オール電化・オートロック・TVモニター
ホン・蓄熱式暖房機・電気温水器・IHヒーター・
洗面台・洗浄便座・昇降式物干し

家賃4.9～5.1万円
オール電化

A-269 クルーズハウス栄通19

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通19丁目
建築年：1996年8月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：7.3＋4.6　他
面積：23㎡　他
距離：大学まで徒歩15分　自転車7分

地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩6分
24時間管理　500円/月
��水廻り消毒料　18,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・館内

駐輪場・トランクルーム��

A－269

家賃3.8～4.3万円

7.3 帖 4.6 帖

A-286 エミネンス大地

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通19丁目
建築年：2011年2月
構造：鉄筋4階建　総戸数：12戸
間取り：8.2+2ｋ+4.4　他
面積：32.8㎡　他
距離：大学まで徒歩14分　自転車7分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩7分
��水廻り消毒料　20,000円
��設備　�オートロック・FF灯油暖房・バルコ

ニー・TVモニターホン・洗浄便座・洗
面台

A－286

家賃4.4～4.6万円

8帖4.1
帖

バ
ル
コ
ニ
ー

ネット12Mb無料家具家電貸与

A-262 DEN

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区本通19丁目南
建築年：2009年3月
構造：鉄筋コンクリート4階建　総戸数：8戸
間取り：8.5＋4.7
面積：30.39㎡
距離：大学まで徒歩15分　自転車7分
��地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩4分
��水廻り消毒料　18,000円
ストーブOH代　25,000円
設備　�オートロック・FF灯油暖房・洗面台・

バルコニー（101号以外）�

A－262

家賃4.0～4.8万円

洋4.7帖DK8.5帖

ネット12Mb無料

2019北星学園生協
おすすめ物件

オール電化

A-273 オール電化インターネット無料

A-289

敷　金� なし 水道料� メーター
管理費� 1,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通１９丁目
建築年：1989年
構造：木造2階建　総戸数：6戸
間取り：10.0＋6.0
面積：29.12㎡
距離：地下鉄東西線南郷18丁目徒歩5分
水廻消毒料　16,200円
設備　�暖房（プロパンガス）

家賃2.8万円ほか
ロフトインターネット無料
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北星学園生協は仲介手数料が掛かりません。

洋室
5.6帖

DK
9.5帖

浴室

ＵＴ

WC玄

C
L

A-217 ネット12Mb無料家具家電貸与

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター�
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通20丁目南
建築年：2003年1月
構造：鉄筋造4階建　総戸数：16戸
間取り：9.5+4.7　他
面積：32.39㎡
距離：大学まで徒歩14分　自転車7分
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座・洗面台

家賃4.0～4.3万円
A-220 インターネット無料プリフォート南郷

敷　金� 不要 水道料� メーター
管理費� 2,000円 町内会費� ー

住所：札幌市白石区栄通20丁目
建築年：1992年7月
構造：木造2階建　総戸数：12戸
間取り：6.5+2（ロフト）　他
面積：21.61㎡　他
距離：大学まで徒歩13分　自転車で7分
水廻り消毒料　20,000円
24時間サービス　400円/月
��設備　�ロフトタイプ・浴トイレ別・FF灯油暖房

220

家賃2.1～2.6万円

洋6.5帖+ロフト

玄 WC 浴室

A-221 コーポ永森

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 1,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通20丁目
建築年：2011年3月フルリニューアル
構造：木造2階建　総戸数：4戸
間取り：11.5+3.5
面積：34㎡
距離：大学まで徒歩11分　自転車6分��
��水廻り消毒料　15,000円
��設備　�洗面台・暖房便座・脱衣所・フローリ

ング

A－221

家賃4.0～4.1万円

LDK11.5帖

BedRoom
3.5帖

ネット12Mb無料 A-222 ネット12Mb無料

８帖

当アパートは“女性専用アパート”として、治安・安
全・清潔面を最優先に管理しております。初めての独
り暮らしには、夢と同時に様々な不安がおありと思い
ますが私共大家が隣に住んでいますので心配事や相談
事には即時対応しています。（メールでの連絡も可。）
全てのお部屋が南向きで日当り良好の窓際には「干し
クリーン」があります。（卒業生から「便利でした！」
の声あり。）

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター�
共益費� 1,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通20丁目
建築年：2000年10月
構造：木造3階建　総戸数：7戸
間取り：8
面積：21㎡
距離：大学まで徒歩15分　自転車5分
室内清掃料　20,000円
設備　FFガス暖房・脱衣室・干しクリーン・
全室南向き

家賃3.7万円

A-227 家具家電貸与

居間
8.2帖

玄関

Ｋ2.5帖

洋室
5.2帖

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター�
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通20丁目
建築年：2006年6月
構造：鉄筋造4階建　総戸数：16戸
間取り：10.6+5.1　他
面積：35.2㎡
距離：大学まで徒歩11分　自転車11分
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座・洗面台・防犯カメラ　

家賃4.2～4.5万円
A-231 ドュエ カーサ コモド

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費・管理費��3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通20丁目
建築年：2013年1月
構造：鉄筋コンクリート4階建　総戸数：16戸
間取り：10.7＋5.0　他
面積：32.52～33.45㎡
距離：大学まで徒歩14分　自転車7分
��水廻り消毒料　18,000円
ストーブOH代　25,000円
設備　�オートロック・TVモニターホン・FF

灯油暖房・洗面台・可動式収納・BS/
CS・ガステーブル（2口）�

A－231

家賃4.3～5.1万円

LDK10.7 帖 洋 5帖

浴室UTW
C

玄

A-205

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� 2,500円
管理費� 3,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通２０丁目北
建築年：1997年3月
構造：鉄筋コンクリート造6階建　総戸数：20戸
間取り：5.0＋5.4
面積：29.78㎡
距離：大学まで徒歩14分、自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩4分
水廻消毒料　28,000円
ストーブ分解清掃費用　18,000円
24時間管理費　800円/月

家賃4.3万円
A-203

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 4,000円 町内会費� ――

住所：札幌市白石区南郷通２０丁目北
建築年：1990年3月
構造：鉄筋コンクリート造7階建　総戸数：31戸
間取り：12.0＋6.0
面積：49.6㎡
距離：大学まで徒歩14分、自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩4分
水廻消毒料　28,000円
24時間管理費　800円/月

家賃3.9～5.3万円
24時間管理 24時間管理インターネット無料 オートロック　
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A-170 ウエストコースト21

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：2006年5月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：6＋4.5＋2k
面積：30㎡
距離：大学まで徒歩9分　自転車5分
24時間管理　1,000円
��水廻り消毒料　20,000円
設備　�TVモニターホン・洗面台・フローリン

グ・BS/CS対応�

A－170

家賃4.5～4.7万円

6.0帖 4.5帖

2帖

A-172 インターネット無料

道
路

１

２３５
9帖4.5帖

１号室の写真

　　　　　　　　　　　ご入学おめでとうございます。本マンションは、
大学から近く雨や雪の日でも通学がとても楽です。また鉄筋コンクリー
ト造りなので冬暖かく暖房費も節約できます。学生に必須の“光インター
ネット”が使い放題、無料。スマホ等の Wifi 接続も可能です。“TV 付イ
ンターホン”“ディンプルキー”等セキュリティ対策、“鍵を失くした”
等日常生活の困りごとへ 24時間対応していますのできっと満足して頂け
ると思います。どうぞ、本マンションで学生生活をエンジョイして下さい。

敷　金� 不要 水道料� メーター�
共益費� 3,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：1995年4月
構造：鉄筋コンクリート4階建　総戸数：15戸
間取り：8.25＋4.5　他
面積：25.9㎡
距離：大学まで徒歩7分　自転車4分
24時間管理　オーナー加入
室内清掃料　20,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座・節水シャワー・LED照明・シュー
ズBOX

家賃3.2～4.5万円

A-177 ラ・メゾンドボヌール

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：2006年5月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：7.4＋2.8　他
面積：24.84㎡
距離：大学まで徒歩12分　自転車6分
��室内清掃料　20,000円
��鍵設定代　10,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・クロー

ゼット・フローリング・BS/CS

A－177

家賃4.0～4.3万円
インターネット無料

A-162

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� なし 町内会費� ――

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：1997年
構造：木造一部RC造2階建
間取り：6.0＋5.0＋2K
面積：27.5㎡
距離：大学まで徒歩8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩5分
水廻消毒料　15,000円

家賃3.8万円ほか
A-168

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� 2,500円
管理費� 2,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：1985年2月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：24戸
間取り：8.8
面積：21.65㎡
距離：大学まで徒歩7分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩15分
設備　暖房（灯油）

家賃1.8万円ほか

A-174

敷　金� なし 水道料� メーター
管理費� なし 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：1990年2月
構造：木造2階建　総戸数：10戸
間取り：7.1＋4.4
面積：15.81㎡
距離：大学まで徒歩6分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩11分
退去時水廻消毒料　20,520円
ストーブ分解清掃料　21,600円

家賃2.8万円
ロフト

A-185

敷　金� なし 水道料� 2,571円
管理費� 2,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通２１丁目
建築年：1989年1月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：12戸
間取り：6.0＋6.0
面積：20.2㎡
距離：大学まで徒歩14分、自転車8分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩4分
FF分解清掃費用　27,000円
室内清掃費用　21,600円

家賃3.2万円ほか
24時間管理 バルコニー付

家電3点付き
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20ご来店が難しい場合でもお気軽にご相談ください。電話・FAX・メールでご対応いたします。



北星学園生協は仲介手数料が掛かりません。

A-155 ネット12Mb無料家具家電貸与

9.8帖 4.3帖

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通21丁目南
建築年：1988年6月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：12戸
間取り：9.8＋4.3
面積：31.2㎡
距離：大学まで徒歩9分　自転車5分
設備　�オートロック・TVモニターホン・FF灯

油暖房・洗浄便座

家賃4.1～4.6万円
A-156

８帖 ６帖

4.5帖

コスモハイツ

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通21丁目南
建築年：1991年3月
構造：鉄骨造3階建　総戸数：12戸
間取り：8＋6，8＋6＋4.5
面積：29㎡、36㎡
距離：大学まで徒歩9分　自転車5分
設備　�TVインターホン・FF灯油暖房・家具

家電貸与有り�

A－156

家賃3.6～4.6万円

道路

１ ２ ３ ５ ６ ７ ８

１０

１１

10.2帖

5.1帖

A-157 ネット12Mb無料家具家電貸与

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通21丁目南
建築年：2007年7月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：33戸
間取り：7.5＋5.7，10.2＋5　他
面積：30.86㎡、35.38㎡
距離：大学まで徒歩9分　自転車5分
設備　�オートロック・TVモニターホン・FF灯

油暖房・洗浄便座・洗面台・家具家
電貸与有り

家賃4.1～4.9万円

8.0帖 5.2帖

A-158 ネット12Mb無料家具家電貸与

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通21丁目南
建築年：2004年6月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：16戸
間取り：8＋5.2　他
面積：24.6㎡　他
距離：大学まで徒歩9分　自転車5分
設備　�オートロック・FF灯油暖房・家具家電

貸与有り

家賃3.7～4.6万円

A-159 アース南郷21

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通21丁目南
建築年：1995年3月
構造：鉄骨4階建　総戸数：27戸
間取り：10+6+6+2ｋ　他
面積：45㎡
距離：大学まで徒歩8分　自転車4分
��設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座

A－159

家賃5.3～5.4万円

洋室6帖 和室6帖

居間10帖
台所

A-160 カリス南郷

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通21丁目南
建築年：2008年3月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：30戸
間取り：7.5＋5.4、10.2＋5.1　他
面積：31.7㎡、36.32㎡他
距離：大学まで徒歩9分　自転車5分
設備　�オートロック・TVモニターホン・FF

灯油暖房・洗浄便座・洗面台・宅配
BOX・家具家電貸与有り

A-160

家賃4.5～4.7万円
ネット12Mb無料家具家電貸与

10.2帖5.1帖

A-161 インターネット無料家具家電貸与

バルコニー

1LDK
34.55㎡

LD
6.3帖

K
2.3帖 MB

洋室5.2帖

UB 洗面所

WCAtype

R
クロー
ゼット

玄
関

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通21丁目南
建築年：2016年1月
構造：鉄筋造4階建　総戸数：16戸
間取り：6.3+5.2+2.3ｋ　他
面積：34.55㎡　
距離：大学まで徒歩9分　自転車5分
設備　�オートロック・TVモニターホン・洗浄

便座・洗面台・宅配BOX・独立キッチ
ン・エアコン

家賃4.9～5.1万円
A-218 メゾン大地

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 5,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区南郷通20丁目南
建築年：1984年6月
構造：鉄筋5階建　総戸数：35戸
間取り：7.5+6+5
面積：41.3㎡
距離：大学まで徒歩11分　自転車5分
��設備　�エレベーター・洗面台・洗浄便座・FF

灯油暖房

A－218

家賃4.0～5.0万円

7.5帖

6帖 5帖

インターネット１Mb無料
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A-186 フェリスファミリア

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 1,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：2004年10月
構造：木造3階建て　総戸数：10戸
間取り：7+2ｋ+4.2　他
面積：29.12㎡
距離：大学まで徒歩13分　自転車7分
��室内清掃料　27,000円
��FF整備料15,000円
��設備　�FF灯油暖房・デジタルテンキー・TV

モニターホン・FF灯油暖房・温水洗
浄便座

A－186

家賃4.2万円

A-196 インターネット無料家電3点付き

居間 洋室

収納

ＷＣ
浴室

バルコニー

玄関

敷　金� 不要 水道料� メーター
共益費� 2,000円 町内会費� ー

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：1989年4月
構造：鉄筋コンクリート4階建
間取り：6＋3.7K
面積：24㎡
距離：大学まで徒歩11分　自転車5分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目駅徒歩11分
24時間サービス　1,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗浄

便座

家賃3.0～3.3万円

A-226 レユシール20

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通20丁目
建築年：2004年6月
構造：木造3階建て　総戸数：6戸
間取り：7＋5＋2k
面積：30㎡
距離：大学まで徒歩12分　自転車6分
24時間管理　1,000円/月
��室内清掃料　20,000円
��ストーブOH代　20,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・洗面台・

BS/CS・灯油ボイラー�

A－226

家賃4.7～4.9万円

７帖2帖

５帖

A-177 ラ・メゾンドボヌール

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� 300円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：2006年5月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：7.4＋2.8　他
面積：24.84㎡
距離：大学まで徒歩12分　自転車6分
��室内清掃料　20,000円
��鍵設定代　10,000円
設備　�TVモニターホン・FF灯油暖房・クロー

ゼット・フローリング・BS/CS

A－177

家賃4.0～4.3万円
インターネット無料

北星学園生協
ルームガイドは
仲介手数料無料

です

A-223
敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通20丁目
建築年：2019年2月予定
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：24戸
間取り：6.6＋5.5＋2.5Kほか
面積：34.45㎡ほか

距離：大学まで徒歩7分、自転車4分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩8分

家賃4.7～5.2万円

新築

2019 北星学園生協おすすめ物件
家具家電貸与事前入居予約受付中！！ インターネット無料

　

(34.45㎡） (34.55㎡） (34.45㎡） (34.45㎡） (34.83㎡） (34.05㎡）

(34.45㎡） (34.55㎡） (34.45㎡） (34.45㎡） (34.83㎡） (34.05㎡）

※　全て税込価格になっております。

〒003-0022

札幌市白石区南郷通21丁目南2番18号
TEL：（011）864-1933
FAX：（011）864-1554

担当　廣永　Ｅ-mail：hironaga＠daichiart.com

2～4階間取り図

1階間取り図

株式会社 大地アート

所在

交通

建物

札幌市白石区栄通20丁目552番9他（仮）

地下鉄東西線『南郷通18丁目駅』　徒歩8分

鉄筋コンクリート造　地上4階建　総戸数24戸

¥51,000

101 102 103 105 106
¥49,000 ¥49,000 ¥47,000

201 202 203 205

¥48,000 ¥49,000 ¥48,000

¥52,000 ¥52,000 ¥52,000

401 402

301 302 303

403

¥52,000 ¥52,000

¥52,000 成約済 ¥52,000 ¥52,000 ¥52,000

305 306
¥52,000 ¥52,000 ¥52,000

¥51,000

405 406 407

設　　　　備

ロードヒーティング・防犯カメラ・オートロック・宅配BOX・居室入口デジタル錠

モニター付インターホン・シューズBOX・エアコン付・インターネット無料

LED照明付・クローゼット・シャンプードレッサー・バルコニー付（一部無し）

独立システムキッチン・ウオシュレット・敷地内ゴミステーション有

206 207

307
¥51,000

107

成約済 ¥52,000

ス テ ラ ソ フ ィ ア

学生様に限り、

冷蔵庫・洗濯機

机（ｲｽ）を無料貸

出し！！

退去時に消毒料と

して1個1,000円を

頂きます。

清掃料　20,000円
設備　暖房（灯油）・給油（プロ
パンガス）・オートロック・宅配
BOX・居室入口デジタル錠・LED
照明付・シャンプードレッサー・
独立システムキッチン・ウオシュ
レット

家電3点付き

A-190

敷　金� なし 水道料� メーター
管理費� 2,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市白石区栄通21丁目
建築年：1986年10月
構造：鉄骨造4階建
間取り：13.3＋6.75
面積：42.64㎡
距離：大学まで徒歩8分、自転車5分
　　　地下鉄東西線南郷18丁目徒歩15分
水廻清掃料　20,000円
抗菌施工料　10,800円
設備　新品温水洗浄便座付

家賃4.5万円
24時間管理 インターネット無料家電3点付き
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22ご来店が難しい場合でもお気軽にご相談ください。電話・FAX・メールでご対応いたします。



北星学園生協は仲介手数料が掛かりません。

A-102

道
路

９帖
１
２
３
５

７階建
３階建

大学まで徒歩３分なので、通学時間を大幅に短縮できます。建物は防犯
に力を入れてありオートロックのほか防犯カメラ（玄関・エレベーター
内）、ＴＶモニターホンもつけてあります。ガス料金は冬期間は定額サー
ビスですので、暖房費も安くご利用いただけます。鉄筋マンションなの
で暖かさ、防音性に優れています。7 階建ての方はインターネットが無料
で使用できます。

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� ――

住所：札幌市厚別区大谷地西1丁目
建築年：1996年1月
構造：鉄筋コンクリート造7F建　総戸数：27戸
間取り：9帖、1LDK、2DK
面積：22.5㎡　他
距離：大学まで徒歩4分　自転車2分
水廻り消毒料　20,000円
設備　�オートロック・TVモニターホン・エレ

ベーター・バルコニー・洗浄便座・洗
面台・FFガス暖房・照明・物入れ・家
電製品数点貸与

家賃1R:3.8～4.1万円

ファミリータイプ有家電貸与インターネット無料wifi無料 A-104

 

10 帖

道
路

３Ｆの場合

１

２

３

５

６７８１０１１

建物は防犯に力を入れてありオートロックのほか防犯カメラ（玄関・
エレベーター内）、ＴＶモニターホンもつけてあります。プライベー
トを彩る贅沢な空間として、全体的な部屋の間取りを広くしており
ます。キッチンが広いので自炊する方にお勧めです。鉄筋マンショ
ンなので暖かさ、防音性に優れています。大学に近いのでお昼ごは
んを食べに帰ったり、お天気の悪い日でも楽に通学できるのではな
いでしょうか。インターネットも月額無料で使用できます。

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 5,000円 町内会費� ――

住所：札幌市厚別区大谷地西1丁目
建築年：1997年1月
構造：鉄筋コンクリート造10F建　総戸数：50戸
間取り：10帖、1LDK、2LDK
面積：27.45㎡　他
距離：大学まで徒歩4分　自転車2分
室内清掃料　実費
水廻り消毒料　20,000円
設備　�オートロック・TVモニターホン・エレベー

ター・バルコニー・洗浄便座・洗面台・FF
灯油暖房・照明・ガスコンロ・家電製品数
点貸与

家賃4.2万円～

ファミリータイプ有家電貸与インターネット無料wifi無料

A-107 ネット12Mb無料

道
路

12356

 

9帖6畳

ご入学おめでとうございます。インターネットも無料で
使えますし、今年は入口ドアを取り替えたので少し暖か
くなるでしょう。大学まで徒歩 4分と近く通学にも便利
です。少々古いですが少しでも快適に喜んで住んでいた
だけるように考えています。

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� ――

住所：札幌市厚別区大谷地西1丁目
建築年：1987年7月
構造：木造3F建　総戸数：10戸
間取り：9帖＋6帖
面積：28㎡
距離：大学まで徒歩4分　自転車2分
室内清掃料　15,000円
ストーブOH代　20,000円
設備　煙突式灯油暖房・シューズBOX・押入
れ

家賃3.0万円

A-117 フォレスト大谷地

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 込 町内会費� ――

住所：札幌市厚別区大谷地西6丁目
建築年：2002年4月
構造：木造3階建　総戸数：8戸
間取り：7＋1.5k＋4.5　他
面積：32.5㎡
距離：大学まで徒歩14分　自転車7分
��水廻り消毒料　18,000円
設備　�FF灯油暖房・洗面台・フローリング・

独立キッチン��

A－117

家賃4.6～4.7万円

7 帖

4.5 帖

2帖

浴室

脱衣室

トイレ

A-236 アドバンスシティ

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� 3,000円
共益費� 2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市清田区北野7条3丁目
建築年：1990年5月
構造：鉄骨造4階建　総戸数：10戸
間取り：8＋6，9.3＋6.0＋5.4
面積：33.05～43.58㎡
距離：大学まで徒歩14分　自転車7分
��水廻り消毒料　2.0～2.5万円��
設備　�FFガス暖房（簡易ガスのため割安）

A－236

家賃3.4～4.4万円

 

8帖 6帖

インターネット無料

A-116

敷　金� なし 水道料� メーター
管理費� 2,500円 町内会費� 400円

住所：札幌市厚別区大谷地西6丁目
建築年：2007年
構造：木造3階建
間取り：7.0＋5.6＋2.2
面積：31.02㎡
距離：地下鉄東西線大谷地徒歩7分
24時間管理費　1,080円　

家賃4.1万円

A-064

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市厚別区厚別中央一条３丁目
建築年：2003年3月
構造：木造一部RC造3階建　総戸数：9戸
間取り：14.0
面積：32.3㎡
距離：大学まで徒歩25分、自転車15分
　　　地下鉄東西線ひばりが丘徒歩1分
水廻消毒料　20,000円
設備　�バス・トイレ別・暖房（灯油）

家賃4.4万円ほか
ウォークインクローゼット

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
大
谷
地
・
北
野
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本誌掲載物件はほんの一部です。その他多数ご紹介可能です。

A-138 ネット12Mb無料家具家電貸与

居間9.9帖

洋室4.8帖
玄

Ｋ
バ
ル
コ
ニ
ー

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 450円

住所：札幌市厚別区厚別中央２条１丁目
建築年：2006年6月
構造：鉄筋造4階建　総戸数：15戸
間取り：9.9+4.8　他
面積：34.0㎡　他
距離：大学まで徒歩14分　自転車7分
設備　FF灯油暖房・ベランダ・洗浄便座

家賃4.3～4.6万円
A-077 インターネット無料家具家電貸与

洋室
4.3帖

LDK
7.1帖

玄関

バ
ル
コ
ニ
ー

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
共益費� 3,000円 町内会費� 450円

住所：札幌市厚別区厚別中央3条2丁目
建築年：2007年2月
構造：鉄筋造4階建　総戸数：12戸
間取り：7.1ｋ+4.3
面積：29.01㎡　
距離：大学まで自転車で10分
　　　地下鉄ひばりヶ丘駅徒歩8分
設備　�インターホン・洗浄便座・ベランダ

家賃4.4～4.7万円

A-035 クレセント

敷　金� 家賃1ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 3,000円 町内会費� 200円

住所：厚別区厚別南1丁目
建築年：2008年3月
構造：鉄筋4階建　総戸数：15戸
間取り：7.5+3ｋ+4.6　他
面積：35.08㎡
距離：大学まで自転車で10分

地下鉄ひばりヶ丘駅徒歩2分
水廻り消毒料　20,000円
24ｈサービス　600円/月
設備　オートロック・洗面台・FF灯油暖房

家賃4.4～5.1万円

ＵＴ

Ｋ３

洋4.6帖

玄

LD7.5帖

Ｗ
Ｃ

浴
室

収
納

北星学園生協
ルームガイドは
仲介手数料無料

です

A-033

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� 2,500円
管理費� 3,000円 町内会費� 300円

住所：札幌市厚別区厚別南１丁目
建築年：1990年3月
構造：鉄筋コンクリート造4階建　総戸数：12戸
間取り：9.0＋2.0
面積：24.75㎡
距離：大学まで徒歩25分、自転車15分
　　　地下鉄東西線ひばりが丘徒歩1分
ハウスクリーニング費用　18,000円
24時間管理費　1,000円/月

家賃3.3万円ほか
オートロック

A-038

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� 2,592円
管理費� 5,000円 町内会費� 200円

住所：札幌市厚別区厚別南１丁目
建築年：1988年9月
構造：鉄筋コンクリート造11階建　総戸数：155戸
間取り：10.0＋2.5
面積：28.48㎡
距離：大学まで徒歩25分、自転車15分
　　　地下鉄東西線ひばりが丘徒歩1分
退去時清掃料　21,600円
設備　�バス・トイレ別・ネット使用料不要

家賃4.2万円ほか
A-042

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 2,000円 町内会費� ――

住所：札幌市厚別区厚別中央一条３丁目
建築年：2003年3月
構造：木造一部RC造3階建　総戸数：9戸
間取り：14.0
面積：32.3㎡
距離：大学まで徒歩25分、自転車15分
　　　地下鉄東西線ひばりが丘徒歩1分
水廻消毒料　20,000円
設備　�バス・トイレ別・暖房（灯油）

家賃4.4万円ほか

A-043

敷　金� 家賃１ヶ月分 水道料� メーター
管理費� 1,000円 町内会費� 実費

住所：札幌市厚別区厚別南２丁目
建築年：1992年4月
構造：木造一部RC造3階建　総戸数：8戸
間取り：7.8＋2.0
面積：22.8㎡
距離：大学まで徒歩30分、自転車17分
　　　地下鉄東西線ひばりが丘徒歩4分
室内清掃費用　25,000円
ストーブ分解清掃費用　20,000円
設備　�暖房（灯油）

家賃3.3万円

24時間管理

都市ガスオートロック インターネット無料 インターネット無料24時間管理
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丘
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2018年度 新 入 生 の 約95.8％が 生 協 に 加 入 し て い ま す！

北星学園生協は、みなさん一人ひとりの出資と運営への参加で成り立っています。

生協にご加入の際、15口：15,000円の出資をお願いしています。
お預かりした出資金はご卒業時に全額返還いたします。

●�Lica（IC電子マネー）で支払うと、小銭のやり取りがなく
なり、スピーディーにレジを通れます。
買い物をするときは、レジでカードを機械にかざすだけです。使った分だけIC
チャージ残高が減る仕組みです。残高は毎回レシートに印字されるので、足り
なくなったらICチャージします。

詳しくは、
「加入手続きのご案内」
［2019年度版］」
をご覧ください。

そしてキャンパス内の生協店舗・食堂では
Lica（IC電子マネー）でご利用をお願いします。

ご利用にあたり生協への加入をお願いします

●足りなくなったらICチャージ
Lica（IC電子マネー）にお金を追加することを「ICチャージ」と言います。方法はカンタン。
生協のレジでお金とIC学生証を出して「チャージして下さい！」と言う。
または、Lica（IC電子マネー）チャージ機でチャージ。
※チャージ上限金額は50,000円です。
※�万が一、IC学生証を紛失した際には、届出日当日のICチャージ残高を補償します。
※ICチャージ残高の現金化はできません。

ICチャージ
3％or5％プレミア

貯まったポイントで、またお買い物！

�IC利用ポイント還元
組合員の
メリット❶

組合員の
メリット❷

新学期、4月、9月に実施（予定）

生協加入は、
簡単で、24時間申込可能な
【生協・共済WEB申込】

をオススメします！
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大学会館１階「購買店」
＜生協店舗のご案内＞

１F 店舗内平面図
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お部屋紹介
ルームガイド

出入り口

書　籍文　具

出入り口

大学会館１階

「購買」配置図

サービスカウンター
レジコーナー

トラベルセンター

「購買店」入り口です。みなさんもぜひ「生協」出資をされて
「組合員」になっていただき、ICプリペイド支払いや、各種割
引サービス、ポイントチャージ等々、たくさんのご利用をお
待ちしております。

�生協受付サービスカウンターでは、「資格検定」「公務員講座」
「自動車学校入校」等のお申込みまた卒業式用の「袴レンタ
ル」や「名刺印刷」「大判印刷」も受付しております。

授業で必要な文房具から、携帯電話用の多種多様な電池
類、またパソコン用周辺機器としての電気小物まで、取り揃
えております。

きのとや×北星学園大学　オリジナルクッキー販売コーナー
札幌の人気洋菓子店［きのとや］と北星学園大学がコラボし
たクッキーが大人気！！

合格おめでとうございます。ようこ
そ!!北星学園へ。
大学生協は、皆さんのお店です。勉
学や大学生活をサポートできる身近
な施設です。
一見、コンビニと似ていますが、
まったく違った店舗です。
ですから、組合員（学生・教職員）
様より、店舗に対するアドバイスを
いただき、店舗に反映できるお店と
なっていますので、是非、組合員の
声として意見をどしどし下さい。
毎日、約2000名前後の来店があり、
様々な対応にお答えしております。
一例ですが店舗では、食品・文房
具・PC・書籍・資格講座・留学・
旅行・共済・アパート紹介など様々
な事業で学生生活をバックアップし
ております。
店舗では、抽選会など様々な学生参加型イベントを実施しています。
みんな、楽しくわいわい盛り上がっています。年に２回、大きなキャ
ンペーンもあり、人気の商品のディカウントも実施しています。好評
にて、たくさんの組合員さんに支持されています。
組合員さんとの距離（親しみやすさ）を大切に親身になって相談でき
る環境を大切にしております。安心してご利用できる施設ですので、
皆様のご来店を楽しみにお待ちしております。

日常使う日常生活に
お役立ち！

購買店統括マネージャー
森下　篤
後ろは書籍店店長
中島　萌絵
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大学会館１階「購買店」
授業で�必須となる「教科書」販売から、関連する「専門書」
や「参考書」、就職活動にも活用できる「資格本」、留学の向
けた「語学書」「旅行ガイド」ほか「単行本」「文庫本」「雑
誌」がございます。

一般の旅行会社と同じく、国内・海外旅行全般をお取り扱いし
ております。他にも留学や海外インターンシップなど「学び・
成長する」ためのプログラムなどの相談も承っております。

講義の間やお昼休みには、新鮮で美味しい栄養確かな「おにぎり」「お弁当」「サンドイッチ」「お総菜」の数々、そして頭脳と体
の疲労回復には欠かせない、たくさんの「デザート」「お菓子類」「ソフトドリンク」「アイスクリーム」を毎日豊富に取り揃えて
おります。

＜生協店舗のご案内＞日常使う 日常生活に
お役立ち！
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大学会館３階「食堂店」

センター棟 1F カフェ 平日10：00 〜16：30／土曜日・夏季、冬季休み休業

３F 店舗平面図

麺
　
類

ご
飯
類

サ
ラ
ダ
・
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菜

出入り口

レ　ジ
大学会館３階

「食堂」配置図

NORTH STAR CAFE Sarah
生協が営業しています。
電子マネーも使えてとても便利。
食堂にない挽きたてコーヒーやホットサンド等の
軽食を提供しています。

※ 北星学園生協食堂部のホールは、道内大学生協食堂の中でも屈指の広さ（813席）を誇る
ゆったりした食事環境で、皆様をお迎え致します。

西ホール 東ホール

厨
　
房

カ
レ
ー
コ
ー
ナ
ー

丼
コ
ー
ナ
ー

＜生協店舗のご案内＞日常使う日常生活に
お役立ち！
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ミールカードとは？

大学会館３階「食堂店」

ミールカードは、大学生協が独自に開発した「食堂年間パスポート」です。
食費を気にせず確実に

○ 事前に前払いいただくことで1日の利用限度内であれば
　生協食堂を利用できるカードです。
機能は学生証と一体化されます。
食堂・カフェの全メニューを限度額まで何度でも利用できます。

○マイページで食事内容が確認できます。
マイページで利用履歴が見られ、カロリー・栄養表示や毎日決まった時間に、
きちんと食事をしているか、ご本人も保護者の方も確認できます。

○4月1日〜 2019年2月28日までの食堂の営業日に利用できます。
期間内の食堂営業日数最大220日利用することができます。
食堂とカフェでの利用が可能です。

食堂 カフェ マイページ利用履歴イメージ

おすすめ

＜生協店舗のご案内＞日常使う 日常生活に
お役立ち！

食堂部 梅田店長が教える !!

一品料理 「きほんのき」
いよいよ「一人暮らし」を始める皆さんに、北星学園生協食堂部「梅田店長」が伝授する
2019 年新入生へ贈る「一品料理」レシピは、和食の基本中の基本「肉じゃが」です。

肉じゃが
材料：３人分

豚こま肉（牛切り落） 　200g
じゃがいも　３個　　　350g
人参　　　1/2 個　　　100g
玉ねぎ　　1/2 個　　　100g
お水　　　　　　　　　300cc
サラダ油　　　　　　大さじ１
お酒　　　　　　　　大さじ１
みりん　　　　　　　大さじ３
砂糖　　　　　　　　大さじ１
しょうゆ　　　　　　大さじ２
だしの素　　　　　　　　適量

①鍋、またはフライパンにサラダ油を
入れて中火で熱し、肉を炒める。

④最後に、しょうゆを入れて７～８分
ほど煮る。

②肉の色が変わったら、じゃがいも・
人参・玉ねぎを入れて炒める。

⑤器に盛り付けて完成。

③全体に油が回ったら水と酒を入れ
る。煮立って来たらアクを取り、み
りん・砂糖・だしを入れ、蓋をして
弱火で６～７分煮る。

じゃがいもが煮崩れない
３つのコツ

・切ったじゃがいもをしっかりと水
にさらして、表面のでんぷん質を
洗い流すこと。

・油で炒めて、表面をコーティング
すること。

・材料を煮立たせないように、弱火
で煮ること。
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所 在 地 駅 ⼤ 学
構 造 備 考
共 益 費 町内会費
ネ ッ ト

     

   平成31年2⽉完成予定「ステラ・ソフィア」

インターネット無料物件（BUAFFALO）
３，０００円 ２００円

エントランスオートロック・防犯カメラ・地デジ、ＢＳ対応
全室エアコン付・灯油暖房・クローゼット・ネット無料
ＬＥＤ照明・ＴＶインターホン・居室⽞関デジタル錠

設備

こちらの物件はサイクリングロード沿いで、
駅、コンビニ徒歩圏内の物件となっております。
また、共⽤部エントランスはオートロック式で

防犯カメラ付となっております。

札幌市⽩⽯区栄通20丁⽬（住居表⽰未定）
鉄筋コンクリート造 4階建 1階の2号、3号、5号室はバルコニーなしとなります。

徒歩13分（1.1km)南郷18丁⽬駅 徒歩8分

ご希望の⽅に冷蔵庫・洗濯機・机、イス
の無料貸出しをしてます！

※退室時に家具家電消毒料として、
１個につき１，０００円がかかります。

31 [ 生協ルームガイドでご案内可能です ]
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所 在 地 所 在 地
建 築 年 建 築 年
構 造 構 造
共 益 費 共 益 費
町内会費 町内会費

所 在 地 所 在 地
建 築 年 建 築 年
構 造 構 造
共 益 費 共 益 費
町内会費 町内会費

所 在 地 所 在 地
建 築 年 建 築 年
構 造 構 造
共 益 費 共 益 費
町内会費 町内会費

所 在 地 所 在 地
建 築 年 建 築 年
構 造 構 造
共 益 費 共 益 費
町内会費 町内会費

南郷１８丁⽬駅 おすすめ物件情報！

家賃：49,000〜52,000円 家賃：47,000〜52,000円

⽩⽯区南郷通２１丁⽬南6−6 ⽩⽯区南郷通２１丁⽬南2−22

プランドール⼤地 コンダクト南郷

平成２８年１⽉ 設備 平成２８年１２⽉ 設備
鉄筋コンクリート造 エントランスオートロック

全室エアコン付・灯油暖房
クローゼット・ＬＥＤ照明

ＴＶインターホン

鉄筋コンクリート造 エントランスオートロック
全室エアコン付・灯油暖房
クローゼット・ＬＥＤ照明

ＴＶインターホン

３，０００円 ３，０００円

家賃41,000~43,000円 家賃：41,000~43,000円

⽩⽯区栄通20丁⽬南7−5 ⽩⽯区南郷通２0丁⽬南3−40
平成１８年６⽉ 設備 平成１５年１⽉ 設備

⼤学まで徒歩１5分（１.2ｋｍ）

設備
鉄⾻造

エントランスオートロック
灯油暖房・ＬＥＤ照明

鉄⾻造 エントランスオートロック
灯油暖房・クローゼット

ＬＥＤ照明
ＴＶインターホン

３，０００円 ３，０００円
２００円 ２００円

２００円 ２００円

家賃：42,000~45,000円 家賃：42,000~47,000円

⽩⽯区南郷通２１丁⽬南2−18

２００円 ２００円

設備
⽩⽯区南郷通２１丁⽬南2−23 ⽩⽯区南郷通２１丁⽬南2−9

平成１６年６⽉ 設備 平成１５年８⽉
⼤学まで徒歩１２分（１ｋｍ）

家賃：42,000~44,000円 家賃：42,000~44,000円
南郷１８丁⽬駅 徒歩９分 南郷１８丁⽬駅 徒歩９分

鉄筋コンクリート造 灯油暖房
クローゼット

ＴＶインターホン
カード錠

鉄筋コンクリート造
灯油暖房

クローゼット
ＴＶインターホン

３，０００円 ３，０００円
２００円 ２００円

インターネット無料物件（ＵＣＯＭ） インターネット無料物件（ＵＣＯＭ）

インターネット無料物件（ＪＣＯＭ） インターネット無料物件（ＪＣＯＭ）

セレーナ南郷 カリス南郷

パームヒル南郷Ⅱアリエス南郷

⽩⽯区南郷通２１丁⽬南6−8
平成１９年７⽉ 設備 平成２０年３⽉

⼤学まで徒歩１２分（１ｋｍ）

３，０００円 エントランスオートロック
灯油暖房・収納

鉄⾻造
エントランスオートロック

灯油暖房・収納

鉄⾻造

南郷１８丁⽬駅 徒歩5分

⼤学まで徒歩１２分（１ｋｍ）
南郷１８丁⽬駅 徒歩９分 南郷１８丁⽬駅 徒歩９分

⼤学まで徒歩１２分（900ｍ）

南郷１８丁⽬駅 徒歩９分
⼤学まで徒歩１１分（900m）

南郷１８丁⽬駅 徒歩９分
⼤学まで徒歩１２分（１ｋｍ）

南郷１８丁⽬駅 徒歩９分

インターネット無料物件（ＪＣＯＭ） インターネット無料物件（ＪＣＯＭ）

インターネット無料物件（ＪＣＯＭ） インターネット無料物件（ＪＣＯＭ）

⼤学まで徒歩１7分（１.4ｋｍ）

ハピネス・２１ エレガントハウス

３，０００円

32[ 上記物件も生協ルームガイドにお問合せ下さい ]
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距離　　  学校まで1.2ｋm
設備　排水口,UT,シャンドレ,オートロック

BS,TVモニターホン,照明,独立キッチン
収納 ,灯油ストーブ

ハウスクリーニング料　　25,000円（税別）
住所　　　厚別区大谷地西6丁目1-5
建築年　　　平成19年　　（2007年）
構造　　　木造　　　　総戸数　10戸
間取り　  　7×2.2K×5.6

ロワンモンティーニュ 地下鉄　　大谷地駅　徒歩７分
敷金　　　無し
共益費　　2,500円

水道　　　実費
町内　　400円

33 [ 生協ルームガイドでご案内可能です ]
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分6歩徒　駅目丁31郷南　鉄下地分01歩徒　駅目丁81郷南　鉄下地

分4歩徒　駅目丁81郷南　鉄下地分5歩徒　駅目丁81郷南　鉄下地

分9歩徒　駅目丁81郷南　鉄下地分01歩徒　駅目丁31郷南　鉄下地

建築年　平成11年　（1999年）
構造　鉄筋コンクリート造　総戸数　12戸

敷金　　１ヶ月 水道　実費

ハウスクリーニング料　20,000円(税別）

設備　排水口,UT,BS,TVモニターホン
　　　シャンプードレッサー,収納,
　　　駐輪場,Wifi プレゼント
　　　ガスストーブ,ガス低料金設定

構造　鉄骨造　　総戸数　24戸
間取り　  　５×５.５
距離　　　学校まで2.1ｋｍ　

設備　　排水口,TVモニターホン,
　　　　収納,独立キッチン
　　　　灯油ストーブ

敷金　　無し 水道　2,500円
共益費　2,000円

構造　鉄骨造　　総戸数　12戸

水道　2,500円

町内　200円

住所　　白石区栄通16丁目5-27

　ｍｋ3.3でま校学　離距　ｍｋ2.3でま校学　離距

）年4002（　年61成平　年築建）年5991（　年7成平　年築建
構造　　鉄筋コンクリート造　　総戸数　9戸 構造　木造　　　総戸数　8戸

5.4×K2×6　  　り取間5×7   　り取間

円003　内町円005　費益共円003　内町円005,3　費益共
）別税(円000,52　料グンニーリクスウハ）別税(円000,02　料グンニーリクスウハ

設備 排水口, UT,シャンプードレッサー
　　　シャワートイレ,独立キッチン

5.3×7　  　り取間5.5×K2×6　  　り取間

3-5目丁11通栄区石白　所住01-9南目丁01通本区石白　所住

　ｍｋ3.1でま校学　　　離距　ｍｋ4.2でま校学　　　離距

費実　道水月ヶ１　　金敷費実　道水月ヶ１　　金敷

設備　排水口,収納,UT,ペット可
　　　灯油ストーブ,Wi-Fi無料
　　　デザイナーズマンション

設備 収納, バルコニー, ＵＴ, 排水口
    灯油ストーブ,洗面台,クローゼット

シャワー トイレ,インターホン

設備　収納,UB,独立キッチン
　　 　便座ヒーター, 灯油ストーブ

      TV  モニターホン,駐輪場

敷金　　無し 水道　実費
共益費　500円 町内　450円

住所　白石区栄通13丁目1-36
ハウスクリーニング料　25,000円(税別）

建築年　平成14年　（2002年）建築年　平成5年　（1993年）

）別税(円000,02　料グンニーリクスウハ）別税(円000,52　料グンニーリクスウハ
共益費　3,500円 町内　200円

住所　白石区南郷通17丁目南7-14 住所　白石区本通18丁目南4-16

構造　　木造　　総戸数　9戸
間取り　　　　　　8×6
距離　　　学校まで3.1ｋｍ　

敷金　　１ヶ月

建築年　昭和63年　（1988年）

共益費　無し 町内　実費

プロムナード17

スクッネア61ニーマド

スタンホープ南郷

栄ゾアオツイハンイャシンサ

34[ 上記物件も生協ルームガイドにお問合せ下さい ]
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ベッド

冷蔵庫

机

本棚

埋
込

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

W
C

洗面所

※参考：A1タイプ（部屋6.5畳+洗面所1.5畳）

札幌駅
徒歩 分

時間
警備員

札幌共和女子学生会館
〒060-0909 札幌市東区北9条東1丁目1-8 TEL：0120-20-8521札 幌 共 和

★詳しいカタログ・資料請求はWEBで！

※暖房費月額7,500円（10月～翌3月のみ）

※家具のレイアウトは自由に変更できます（クローゼット除く）

●ベッド ●本棚 ●机
●小型冷蔵庫 ●トイレ
●集中暖房 ●洗面所
●クローゼット

主
な
設
備

時間
女性ｽﾀｯﾌ

大浴場
サウナ室

見学・合格前予約
随時承り中

自炊
食堂も有

時間
ｼｬﾜｰ室
利用

居室タイプ 部屋の広さ
トイレ･洗面台
（ 畳～ 畳）

入館時の費用
毎月の室料

入館費 年間管理費

タイプ 畳 ○

円

円 円

タイプ 畳 円 円

タイプ 畳 ○ 円 円

タイプ 畳 円 円

特別室 畳 ○ 円 円

特別室 畳 ○ 円 円

特別室 畳 ○ 円 円
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ドーミー⼤通東（男⼥学⽣会館）
 住所：札幌市中央区⼤通東3丁⽬
2-8

 交通：地下鉄東⻄線
「バスセンター前」駅 徒歩1分

 居室：専有⾯積24.00㎡（洋室）
 建物：鉄筋 10階建
※⼥性専⽤フロアあり

お問合せ・お申込みはこちらへ

0120‐97‐4334

全国で230棟・札幌17棟 信頼と実績なら共立の学生会館

 住所：札幌市中央区南1条東3丁⽬
11-9

 交通：地下鉄東⻄線
「バスセンター前」駅 出⼝すぐ

 居室：専有⾯積18.20㎡（洋室）
 建物：鉄筋 6階建
※⼥性専⽤フロアあり

ドーミー⼤通南（男⼥学⽣会館） 出口すぐ側の
好立地！

各居室に
洗濯機付

館費

1ヶ月
入館費

（1年契約）
保証金 年間管理費 ガス料金 実費請求

40,000円 30,000円 134,000円 電気料金
基本料金780円（税

別）+使用料金

入館費がお
得な複数年
契約もござい

ます

通信
設備料

3,600円（税別）
+電話通話料

+ユニバーサル料

居室
形態

食事
形態

入館手続費用 その他の費用

個室
食事込

（朝・夕食）
48,900円
（半年払い・年払いも可） 60,000円（2年契約）

70,000円（3年契約）
80,000円（4年契約）

館費

1ヶ月
入館費

（1年契約）
保証金 年間管理費 ガス料金

北海道ガスと
直接契約

90,000円 50,000円 194,000円 電気料金
北海道電力と
直接契約

入館費がお
得な複数年
契約もござい

ます

通信
設備料

3,600円（税別）
+電話通話料

+ユニバーサル料

居室
形態

食事
形態

入館手続費用 その他の費用

個室
食事込

（朝・夕食）
85,300円
（半年払い・年払いも可） 121,000円（2年契約）

150,000円（3年契約）
170,000円（4年契約）

館費

1ヶ月
入館費

（1年契約）
保証金 年間管理費 ガス料金

北海道ガスと
直接契約

130,000円 50,000円 192,000円 電気料金
北海道電力と
直接契約

入館費がお
得な複数年
契約もござい

ます

通信
設備料

3,600円（税別）
+電話通話料

+ユニバーサル料

居室
形態

食事
形態

入館手続費用 その他の費用

個室
食事込

（朝・夕食）
79,800円
（半年払い・年払いも可） 160,000円（2年契約）

220,000円（3年契約）
240,000円（4年契約）

ドーミー⽂京台（⼥⼦学⽣会館）

 住所：江別市⽂京台東町1-1
 交通：JR「⼤⿇」駅 徒歩6分
 居室：専有⾯積30.00㎡（洋室）
 建物：鉄筋 6階建

手ごろな館費
で快適生活
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　新生活に向け
てのご準備、進

んでいますか？

レオパレス 21では、皆さん
の期待に応える

ことのできる

　　　　　　　
　　　　　お部

屋を多数ご用意
しています！

家具・家電付きだから引越しがラク。すぐに新生活をスタートできます！

充実したセキュリティで、はじめてのひとり暮らしや女性の方でも
安心してお住まいいただけます。

面倒なプロバイダ契約をすることなく利用できます。

※物件により仕様が異なります。

※物件により設置状況、提携会社が異なります。

※1サービス内の「チケット」マークが付いた作品が対象です。※物件によりご利用いただけない場合が
ございます。※サービス内容は予告なく変更する場合がございます。※その他、詳細はレオパレス 21ホー
ムページをご確認ください。

￥3,240
インターネット＆エンタメを楽しむなら！
プレミアムプラン (税込)
●インターネット使い放題 (Wi-Fi 接続可)●CSプラス (単品 :月額
2,057 円税込 )が見放題●約 5万本の作品から映画やドラマが見放
題さらにレンタルチケット 1枚付き※1●安心設定サポート

インターネットの基本プラン
スタンダードプラン (税込)
●インターネット使い放題 (Wi-Fi 接続可)●約5万本の作品から映画
やドラマが見放題●安心設定サポート

￥4,536

￥2,268

WOWOW&インターネットのプラン
プラチナプラン (税込)

●インターネット使い放題 (Wi-Fi 接続可)●WOWOW(単品 :月額
2,484 円税込 )が 3ch 見放題●安心設定サポート

日本全国のお部
屋が探せます

！

宅地建物取引業者免許/国⼟交通⼤⾂免許(11)第2846号
賃貸住宅管理業者登録制度/国⼟交通⼤⾂(1)第4726号
本社/東京都中野区本町2-54-11

レオパレスセンター函館
北海道函館市本町6-17ＫＴビル１Ｆ

TEL.0138-32-2259
FAX.0138-32-2512

営業時間 10時-18時 制作⽇:2018年10⽉03⽇

詳細はこちらから

ストーブ
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011-891-2336
※春休み・土日の受付時間は、10:00～15:00となります。

9:30～17:00
 （平日）
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011-891-2336
※春休み・土日の受付時間は、10:00～15:00となります。

9:30～17:00
 （平日）
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北星学園大学の学生・親御さまへ

選ばれて道内12万件、1人暮らしの学生さんにも優しくて安心な

のご案内です！

★どなたでも※使用量に関わらず電力量料金が３％おトクに！
※北海道電力㈱従量電灯Ｂ（平成30年10月）との比較

★10ＡからＯＫ、寮やワンルーム※等でもご契約ができます。
※オール電化物件や電気代が家賃に含まれるなど、お安くならない・ご契約できない場合もございます。

北ガスグループのガスをご利用していれば、
利用機器により更に電力量料金が割引になります！

北海道電力㈱との比較
（基本料金＋電力量料金）

20Ａ契約の場合

北海道電力㈱
従量電灯Ｂ

従量電灯Ｂ
（どなたでも）

従量電灯Ｂプラス
（給湯+暖房割）

120kWh/月 3,494円 3,409円 3,354円

200kWh/月 5,872円 5,714円 5,613円

＜月額料金比較＞（税込、燃料調整費・再生エネルギー発電促進賦課金は含まれておりません）

②口座振替・クレジット払いが選択可能、多くの金融機関が使えます。

新規の方も電力会社切替の方も、手数料など
は掛かりません。
解約に関しても手数料・違約金は不要。従来
の電力会社への連絡も不要です。

道内のほぼ全ての金融機関、全国の大手銀行も
取扱いがございます。クレジットカードも多く
のカード会社の取り扱いがございます。

道内はもちろん、電気代を道外の親御様がお支払いする際も便利です。

もちろん、電気の品質や安全性は従来の電力会社と変わりません！

北星学園 本校舎でも「北ガスの電気」を利用しています。

お問い合わせ・お申し込みについてはお気軽に
北星学園生協 ルームガイド

TEL 011-891-2336 まで。

その他、北星学園大学合宿所、北星学園大学付属高等学校、北星学園女子中学高等学校
北星学園余市高等学校、北星学園大学付属高等学校サッカー場でも「北ガスの電気」が使われています。

①「北ガスの電気」は、ご契約・ご解約どちらも費用はかかりません。

＜お知らせ＞
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北星学園大学の学生・親御さまへ

選ばれて道内12万件、1人暮らしの学生さんにも優しくて安心な

のご案内です！

★どなたでも※使用量に関わらず電力量料金が３％おトクに！
※北海道電力㈱従量電灯Ｂ（平成30年10月）との比較

★10ＡからＯＫ、寮やワンルーム※等でもご契約ができます。
※オール電化物件や電気代が家賃に含まれるなど、お安くならない・ご契約できない場合もございます。

北ガスグループのガスをご利用していれば、
利用機器により更に電力量料金が割引になります！

北海道電力㈱との比較
（基本料金＋電力量料金）

20Ａ契約の場合

北海道電力㈱
従量電灯Ｂ

従量電灯Ｂ
（どなたでも）

従量電灯Ｂプラス
（給湯+暖房割）

120kWh/月 3,494円 3,409円 3,354円

200kWh/月 5,872円 5,714円 5,613円

＜月額料金比較＞（税込、燃料調整費・再生エネルギー発電促進賦課金は含まれておりません）

②口座振替・クレジット払いが選択可能、多くの金融機関が使えます。

新規の方も電力会社切替の方も、手数料など
は掛かりません。
解約に関しても手数料・違約金は不要。従来
の電力会社への連絡も不要です。

道内のほぼ全ての金融機関、全国の大手銀行も
取扱いがございます。クレジットカードも多く
のカード会社の取り扱いがございます。

道内はもちろん、電気代を道外の親御様がお支払いする際も便利です。

もちろん、電気の品質や安全性は従来の電力会社と変わりません！

北星学園 本校舎でも「北ガスの電気」を利用しています。

お問い合わせ・お申し込みについてはお気軽に
北星学園生協 ルームガイド

TEL 011-891-2336 まで。

その他、北星学園大学合宿所、北星学園大学付属高等学校、北星学園女子中学高等学校
北星学園余市高等学校、北星学園大学付属高等学校サッカー場でも「北ガスの電気」が使われています。

①「北ガスの電気」は、ご契約・ご解約どちらも費用はかかりません。

＜お知らせ＞

46

＜広告＞
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大学生協 新生活 検 索

家財道具一式がすべてそろいます！
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