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【室内画像は105号室タイプです】
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ＴＴＥＥＬＬ：：00113344--3311--33553311
　　　　　　　　　　北北海海道道知知事事　　石石狩狩((11))第第88885522号号

株株式式会会社社アアテテンンシショョンンハハウウスス

　　　　  アアパパママンンシショョッッププ小小樽樽店店

小小樽樽市市稲稲穂穂33--1100--2211  昭昭和和ビビルル33階階

コンビニや飲食店で使える！ご成約でさらに追加ポイントも！

アパマンショップ小樽店スタッフの営業力に期待して下さい!!

新居の家具や生活用品を揃えるのにご活用ください！

★アパマンショップにしか出来ない3つのお約束★★アパマンショップにしか出来ない3つのお約束★
ポンタポイントをご来店頂いた商大生さん全員にプレゼント！

お友達をご紹介頂くと現金１万円獲得のチャンス！

初期費用、お家賃の交渉もお任せ下さい！

×

ＪＲ小樽駅目の前の白いビル3階です！

さ・ら・に！ な・ん・と！！
ご来店時に冊子をご持参、もしくは
お問合せ時に『冊子見ました!!』の
たった一言で・・・
★☆仲介手数料30％割引き☆★

お車でのご来店も歓迎♪
提携駐車場複数あります
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♪♪QQRRココーードドをを読読みみ取取っってて簡簡単単問問いい合合わわせせ♪♪

アパマンショップのお部屋探しＱ＆Ａ
Ｑ.店舗に行かなくても契約できる？
Ａ.できます！ＬＩＮＥ電話で見学、契約もできる

Ｑ.紹介してもらえる物件はガイドBOOKの物件だ
Ａ.ガイドBOOKに掲載できる物件には限りがあります。
掲載していない物件もたくさんありますので気になる
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 WiFi無料

室内洗濯機置場 収納 証明 室内洗濯機置場

万円～ 万万円円～～

電気コンロ シャワー シャンドレ ガスキッチン バストイレ別 カウンターキッチン

収納 バストイレ別 都市ガス 出窓 ロフト インターネット対応

インターネット 温水洗浄便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 ロフト

インターホン カウンターキッチン 出窓 室内洗濯機置場

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 都市ガス

ペット相談可 暖房便座 収納

ルームアムクレスト サンヴァレー
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

シティＡＩ（ｼﾃｨｴｰｱｲ） ＡＭＳ緑
敷金：0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月

商大アビタシオン ランドマークⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

グリーンコーポ Arietta（ｱﾘｴｯﾀ）
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

大学劇地下物件！緑豊かな自然あるれる物件♪ 経済的な都市ガス物件！インターネットも無料で使えます♪

陽と様々ロフト付き！おしゃれな対面キッチン都市ガス使用で経済的！シャンプードレッサーついてます♪

都市ガスなので光熱費が大変お得！ 大きな出窓付き♪

広目のお部屋で開放的！安心の女性専用アパート♪ペットの飼育相談可能！独立キッチンでお部屋も使いやすい♪

■管理費：300円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地:小樽市富岡１丁目
■築年数：1985年10月

■管理費：込み
■間 取：１R
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｋ+ロフト
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1996年2月

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｒ+ロフト
■構 造：木造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1994年2月

■管理費：0円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1993年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 WiFi無料

室内洗濯機置場 収納 証明 室内洗濯機置場

万円～ 万万円円～～

電気コンロ シャワー シャンドレ ガスキッチン バストイレ別 カウンターキッチン

収納 バストイレ別 都市ガス 出窓 ロフト インターネット対応

インターネット 温水洗浄便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 ロフト

インターホン カウンターキッチン 出窓 室内洗濯機置場

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 収納 灯油FF バストイレ別 都市ガス

ペット相談可 暖房便座 収納

ルームアムクレスト サンヴァレー
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

シティＡＩ（ｼﾃｨｴｰｱｲ） ＡＭＳ緑
敷金：0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月

商大アビタシオン ランドマークⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

グリーンコーポ Arietta（ｱﾘｴｯﾀ）
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

大学劇地下物件！緑豊かな自然あるれる物件♪ 経済的な都市ガス物件！インターネットも無料で使えます♪

陽と様々ロフト付き！おしゃれな対面キッチン都市ガス使用で経済的！シャンプードレッサーついてます♪

都市ガスなので光熱費が大変お得！ 大きな出窓付き♪

広目のお部屋で開放的！安心の女性専用アパート♪ペットの飼育相談可能！独立キッチンでお部屋も使いやすい♪

■管理費：300円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地:小樽市富岡１丁目
■築年数：1985年10月

■管理費：込み
■間 取：１R
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｋ+ロフト
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1996年2月

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｒ+ロフト
■構 造：木造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1994年2月

■管理費：0円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1993年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

ＵＴ バストイレ別 ネット無料 灯油FF バストイレ別 バルコニー

バルコニー 洗面化粧台 シューズボックス シャンプードレッサー

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 ネット無料 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

出窓 ロフト 対面キッチン 収納 シューズボックス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ バストイレ別 TVドアホン 都市ガス バストイレ別 TVドアホン

収納 シューズボックス エレベーター 独立キッチン シューズボックス

証明

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 収納 ガスＦＦ バストイレ別 温水洗浄便座

都市ガス 照明 出窓 収納 シャンドレ

ＮＩＣＯ（ﾆｺ） チェリーハウスⅢ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

ＴＳ小樽 ライムライトⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

ステーションハイツ ツインクル
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　１ヶ月

メゾンエルⅢ コーポみどり
敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　１ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

駅近鉄筋マンション！おしゃれな内装にリフォーム済み♪ お部屋が使いやすい独立キッチン！

シャンプードレッサー付き、都市ガス物件です！大学もJR駅徒歩圏内！スーパーも近く便利な立地♪

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：ＲＣ造７階建て
■所在地：小樽市稲穂１丁目
■築年数：1996年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑2丁目
■築年数：1991年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1986年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1988年3月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

インターネット使用料無償♪都市ガスなので光熱費も大変お得！ シャンプードレッサー付き！スーバー近くで買い物も便利♪

独立洗面台付き、TVインターホン付き物件です！室内リフォーム済みでお洒落な内装♪ネットが無料で使えます！

■管理費：込み
■間 取：1DK
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑４丁目
■築年数：1998年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：RC造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年2月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ 都市ガス バストイレ別 収納

収納 シューズボックス 照明

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

FF暖房 シャンプードレッサー 温水洗浄暖房便座 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

シューズボックス カウンター 独立キッチン クローゼット 暖房便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ 照明 TVドアホン 都市ガス 室内洗濯機置場 ネット無料

収納 シューズボックス エレベーター 収納 シューズボックス

万円～ 万円～

電気コンロ シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

都市ガス バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 収納

照明 バルコニー

メゾン石岡 プリタスセシリアⅢ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

ジェラン小樽Ⅰ ファミール旭ヶ丘
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

プリタスセシリアⅠ ロイヤル緑101
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヶ月

アメニティ富岡 グリーンヒルハイムJUN
敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

広々としたお部屋でキッチンも独立タイプ♪ インターネット無料で使い放題！

広々ワンルーム♪スーパーも徒歩圏内です！経済的な都市ガス♪コンロも電気式で安全です！

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造３階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1986年9月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：Ｒ造４階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1986年7月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

経済的な都市ガス給湯＆暖かい灯油暖房！ スーパー近くで買い物も便利な立地♪

ダブルクローゼットで収納力抜群！！新築同様フルリノベーション！高台にある物件で見晴らしもGood♪

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1990年7月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：RC造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑3丁目
■築年数：1997年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 給湯

ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ 都市ガス バストイレ別 収納

収納 シューズボックス 照明

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

FF暖房 シャンプードレッサー 温水洗浄暖房便座 灯油FF バストイレ別 TVドアホン

シューズボックス カウンター 独立キッチン クローゼット 暖房便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

ガスＦＦ 照明 TVドアホン 都市ガス 室内洗濯機置場 ネット無料

収納 シューズボックス エレベーター 収納 シューズボックス

万円～ 万円～

電気コンロ シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

都市ガス バストイレ別 収納 灯油ＦＦ バストイレ別 収納

照明 バルコニー

メゾン石岡 プリタスセシリアⅢ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

ジェラン小樽Ⅰ ファミール旭ヶ丘
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

プリタスセシリアⅠ ロイヤル緑101
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヶ月

アメニティ富岡 グリーンヒルハイムJUN
敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

広々としたお部屋でキッチンも独立タイプ♪ インターネット無料で使い放題！

広々ワンルーム♪スーパーも徒歩圏内です！経済的な都市ガス♪コンロも電気式で安全です！

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造３階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1988年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1986年9月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：Ｒ造４階建て
■所在地：小樽市富岡2丁目
■築年数：1995年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1986年7月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

経済的な都市ガス給湯＆暖かい灯油暖房！ スーパー近くで買い物も便利な立地♪

ダブルクローゼットで収納力抜群！！新築同様フルリノベーション！高台にある物件で見晴らしもGood♪

■管理費：込み
■間 取：1Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1990年7月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：RC造3階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：1995年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑3丁目
■築年数：1997年12月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 灯油ボイラー

シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ 灯油ＦＦ バストイレ別 WiFi無料

温水洗浄便座 収納 収納 独立洗面化粧台 室内洗濯機置場

シューズボックス

万円～ 万万円円～～

システムキッチン シャワー ＵＴ ガスキッチン バストイレ別

収納 バストイレ別 都市ガス 灯油ＦＦ 照明 収納

照明 都市ガス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス システムキッチン シャワー TVモニターホン

灯油ＦＦ バストイレ別 床暖房 収納 シューズボックス 温水暖房便座

照明 TVモニターホン ネット無料

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油FF バストイレ別 灯油ボイラー 灯油FF バストイレ別 バルコニー

都市ガス エアコン クローゼット 収納

グリーンハイツＬ コーポａｂｅ
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

写楽93 カドリール
敷金：0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　1ヵ月

シルバニアコート緑 たかはしビル
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

シティドリームⅡ 佳庵
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

安心の女性限定アパート♪シャンプードレッサーも付いてます 経済的な灯油ボイラー＆灯油暖房♪インターネットも無料です

リビングと寝室が分かれてるので過ごしやすいお部屋です！大学近くで通学もラクチン♪経済的な都市ガスです！

広々キッチンで自炊も楽しくなっちゃいます♪ 物件１階が商店なので急なお買い物が便利♪

町中にたたずむ隠れ物件♪駅近で交通便のよい物件！経済的な灯油ボイラー＆灯油FF♪夏も快適エアコン付き！

■管理費：1,500円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造３建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1981年3月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造3階建て
■所在地:小樽市緑３丁目
■築年数：2000年1月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1995年9月

■管理費：2,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：1993年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市富岡２丁目
■築年数：1989年4月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市稲穂４丁目
■築年数：2000年3月

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市稲穂２丁目
■築年数：1989年7月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

66



万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ＩＨクッキングヒーター 電気暖房 電気温水器

シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ バルコニー バストイレ別 ネット無料

温水洗浄便座 フローリング ネット無料 クローゼット 室内洗濯機置場

TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万万円円～～

システムキッチン シャワー ＵＴ ガスキッチン シャワー 給湯

クローゼット バストイレ別 ネット無料 シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

シューズボックス 灯油ＦＦ TVモニターホン フローリング エアコン

万円～ 万円～

システムキッチン シャワー 灯油ボイラー ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 シャンプードレッサー シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

温水洗浄暖房便座 収納 インターホン TVモニターホン フローリング エアコン

オートロック ネット無料

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 宅配BOX 駐輪場 温水洗浄便座

灯油FF バストイレ別 バルコニー シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

都市ガス エアコン シューズボックス TVモニターホン 都市ガス エアコン

シャンプードレッサー オートロック ネット無料

Sweet Bay小樽 ベイヒルズ
敷金　0ヵ月　礼金：　１ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

Urban（ｱｰﾊﾞﾝ） ウミナリエ
敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月

ハイムＩＭＡＥ（ﾊｲﾑｲﾏｴ） グランセ小樽富岡
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月

フロックス緑 ラ・シュエットαⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

インターネット無料！広々とした１Ｋタイプ♪ 経済的で安全なオール電化物件♪インターネットも無料です！

暑い夏を快適に過ごせるエアコン付き！一人暮らしにピッタリサイズのお部屋！海の見えるお部屋もあります♪

炊事も掃除も楽なシステムキッチン♪経済的な灯油ボイラー♪ 安心安全なオートロック＆TVモニターホン付き♪

築２年のおすすめ物件！設備充実＆過ごしやすい立地♪洗濯物が干せるバルコニー付き！エアコンで夏も快適に♪

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造３建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2009年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造３階建て
■所在地:小樽市緑１丁目
■築年数：2006年3月

■管理費：1,000円
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2016年9月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2005年3月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2017年9月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1999年9月

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市花園２丁目
■築年数：2020年9月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 都市ガス ガスキッチン シャワー 都市ガス

ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ ＵＴ バストイレ別 灯油ＦＦ

収納 シューズボックス 独立洗面化粧台 収納 シューズボックス 独立洗面化粧台

独立キッチン

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 灯油ボイラー 対面キッチン 駐輪場 オートロック

灯油ＦＦ シャンプードレッサー 温水洗浄暖房便座 シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

シューズボックス ウォークインクローゼット 独立キッチン TVモニターホン ネット無料 エアコン

灯油ＦＦ

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャンプードレッサー システムキッチン

灯油ＦＦ シャンプードレッサー トランクルーム 都市ガス 室内洗濯機置場 オートロック

ネット無料 クローゼット ＵＴ クローゼット シューズボックス TVモニターホン

出窓 温水洗浄便座

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 独立キッチン シャワー 給湯

シャンプードレッサー 独立キッチン クローゼット 灯油ＦＦ TVモニターホン シューズボックス

灯油FF TVモニターホン シューズボックス 宅配BOX オートロック エアコン

ネット無料 シャンプードレッサー

エスポアール ユースフラット緑
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

マリーンパレス グラシアス小樽駅前
敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

メゾン・ド・春香 SANKOハイツⅡ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月 敷金：0ヵ月　礼金：　1ヶ月

ベルブランオタル Ｙ’ｓＯＴＡＲＵ
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

寝室が別となっており使いやすい間取りです♪ 設備充実おすすめ物件！大学も駅も徒歩圏内♪

築浅デザイナーズマンション♪ネット無料です！！お洒落な内装と外観♪設備も充実おすすめ物件です！

■管理費：3,500円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡２丁目
■築年数：2007年8月

■管理費：込み
■間 取：１Ｒ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2016年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2012年2月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2018年3月

小樽商科大学まで徒歩 分 小樽商科大学まで徒歩 分

小樽商科大学まで徒歩 分

経済的な都市ガス給湯＆暖かい灯油暖房！ リビング・寝室ともに広い間取で、お気に入りの家具を自由におけます♪

小樽駅すぐ近く！！設備も充実しており住みやす環境です♪収納力抜群のウォークインクローゼット！オートロック付きの安心物件♪

■管理費：込み
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1989年1月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑1丁目
■築年数：2000年10月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市富岡２丁目
■築年数：1994年10月

■管理費：5,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2015年1月

小樽商科大学まで徒歩 分

万円～

小樽商科大学まで徒歩 分
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ シャンプードレッサー バストイレ別 ＦＦ暖房

オートロック フローリング ネット無料 オートロック 宅配ＢＯＸ 都市ガス

TVモニターホン シューズボックス TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万万円円～～

ガスキッチン シャワー ＵＴ システムキッチン シャワー 給湯

ウォークインくろーぜっち バストイレ別 照明 シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ

出窓 灯油ＦＦ シャンプードレッサー エアコン 宅配BOX ネット無料

TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 シャンプードレッサー 灯油ＦＦ バストイレ別 エアコン

トランクルーム 駐車場無料 インターホン トランクルーム シューズボックス クローゼット

シャンプードレッサー

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン 灯油ボイラー 灯油ＦＦ

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ システムキッチン バストイレ別 ＵＴ

オートロック フローリング ネット無料 インターホン クローゼット バルコニー

TVモニターホン シューズボックス

4.9
スマイル浅草

4.7
小樽駅前プレジデント

敷金　1ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

4.8
ベルデローマ

44..88
アンデス富岡Ｆｌｏｒ

敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：1ヵ月　礼金：　0ヵ月

5.0
ヴィラ富岡

5.0
第二グレースマンション

敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月

5.0
ヴィラージュ富岡

5.2
マリンビュー船見坂

敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩7分 小樽商科大学まで徒歩16分

小樽商科大学まで徒歩15分 小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩12分 小樽商科大学まで徒歩20分
スーパーが近く買い物が便利♪ネット無料物件！ 小樽駅近くで大学までバス１本で行けます！

スーパーや小樽駅も徒歩圏内の便利な立地！大型のウォークインクローゼット付きで収納力ピカイチ♪

駐車場一台無料♪トランクルームも個別で使えます！ リビング・寝室ともに広く大型の収納スペースもあります♪

光熱費が大変お得な灯油ボイラーと灯油ＦＦ♪オートロック＆TVモニターホンで防犯対策もばっちり♪

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：4,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地:小樽市稲穂２丁目
■築年数：2017年1月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2014年3月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1994年11月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年2月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2000年3月

小樽商科大学まで徒歩23分

万円～
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万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ シャンプードレッサー バストイレ別 ＦＦ暖房

オートロック フローリング ネット無料 オートロック 宅配ＢＯＸ 都市ガス

TVモニターホン シューズボックス TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万万円円～～

ガスキッチン シャワー ＵＴ システムキッチン シャワー 給湯

ウォークインくろーぜっち バストイレ別 照明 シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ

出窓 灯油ＦＦ シャンプードレッサー エアコン 宅配BOX ネット無料

TVモニターホン シューズボックス

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン シャワー 給湯

灯油ＦＦ バストイレ別 シャンプードレッサー 灯油ＦＦ バストイレ別 エアコン

トランクルーム 駐車場無料 インターホン トランクルーム シューズボックス クローゼット

シャンプードレッサー

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 ガスキッチン 灯油ボイラー 灯油ＦＦ

シャンプードレッサー バストイレ別 灯油ＦＦ システムキッチン バストイレ別 ＵＴ

オートロック フローリング ネット無料 インターホン クローゼット バルコニー

TVモニターホン シューズボックス

4.9
スマイル浅草

4.7
小樽駅前プレジデント

敷金　1ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

4.8
ベルデローマ

44..88
アンデス富岡Ｆｌｏｒ

敷金：0ヵ月　礼金：　0ヵ月 敷金：1ヵ月　礼金：　0ヵ月

5.0
ヴィラ富岡

5.0
第二グレースマンション

敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月

5.0
ヴィラージュ富岡

5.2
マリンビュー船見坂

敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

小樽商科大学まで徒歩7分 小樽商科大学まで徒歩16分

小樽商科大学まで徒歩15分 小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩13分

小樽商科大学まで徒歩12分 小樽商科大学まで徒歩20分
スーパーが近く買い物が便利♪ネット無料物件！ 小樽駅近くで大学までバス１本で行けます！

スーパーや小樽駅も徒歩圏内の便利な立地！大型のウォークインクローゼット付きで収納力ピカイチ♪

駐車場一台無料♪トランクルームも個別で使えます！ リビング・寝室ともに広く大型の収納スペースもあります♪

光熱費が大変お得な灯油ボイラーと灯油ＦＦ♪オートロック＆TVモニターホンで防犯対策もばっちり♪

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：4,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：ＲＣ造５階建て
■所在地:小樽市稲穂２丁目
■築年数：2017年1月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2014年3月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造2階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：1994年11月

■管理費：込み
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：1985年2月

■管理費：1,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2015年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：Ｒ造３階建て
■所在地：小樽市稲穂３丁目
■築年数：2000年3月

小樽商科大学まで徒歩23分

万円～

万円～ 万円～

対面キッチン クローゼット オートロック 対面キッチン 駐輪場 照明

シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

TVモニターホン ネット無料 エアコン TVモニターホン 温水洗浄暖房便座 バルコニー

灯油ＦＦ 灯油ＦＦ

万円～ 万円～

ガスキッチン シャワー 給湯 独立キッチン 灯油ＦＦ シューズボックス

灯油ＦＦ シャンドレ クローゼット シャンプードレッサー バストイレ別 ＵＴ

シューズボックス エアコン 独立キッチン TVモニターホン クローゼット エアコン

照明

♪♪小小樽樽商商大大生生オオススススメメ築築浅浅物物件件♪♪
4.5

ソルファ
4.4

ビオラ緑
敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヵ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　1ヶ月

4.5
マリオット小樽

4.2
ウエスティン

敷金：　1ヶ月　　礼金：　0ヶ月 敷金：　0ヶ月　　礼金：　0ヵ月

お問合せ先⇒　アパマンショップ小樽店　0134-31-3531 取引態様：媒介　広告有効期限：令和4年3月31日

物件名：アリビオⅠ
住所：小樽市緑３丁目
築年数：2021年11月完成

小樽商科大学まで徒歩12分 小樽商科大学まで徒歩10分

小樽商科大学まで徒歩6分

スーパー近くで買い物が便利♪ネット無料で使用可能！！ リビングが広くキッチンはお洒落な対面カウンター式♪

広めの１Ｋタイプ♪夏も快適エアコン付き！大学近くの築浅物件♪とても人気のある物件です！

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：ＲＣ造４階建て
■所在地：小樽市富岡１丁目
■築年数：2019年3月

■管理費：2,000円
■間 取：１ＬＤＫ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑２丁目
■築年数：2018年3月

■管理費：3,000円
■間 取：１ＤＫ
■構 造：木造２階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2016年11月

■管理費：3,000円
■間 取：１Ｋ
■構 造：木造３階建て
■所在地：小樽市緑１丁目
■築年数：2019年8月

小樽商科大学まで徒歩5分

万円～

★小樽商大徒歩圏内新築物件★

家賃：4.3万～4.6万円
管理費：込み

間取は選べる５タイプ♪

☆充実した設備☆
インターネット無料、エアコン、
オートロック、TVモニターホン、
システムキッチン、シャンプー^ド
レッサー、灯油ＦＦ、ガス給湯、
シューズボックス、クローゼット、
照明器具、フローリング、バスト
イレー別、シャワー、温水洗浄暖
房便座、光ファイバー、ＢＳ、Ｃ

1100..00
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シェアハウス　エミナ
緑1丁目27-22

（通学/徒歩10分）

3.5 ～3.8万円
木造2階建
無

無
昭和41年
5.5帖

家賃1 ヶ月分
男女

禁煙

周辺施設  徒歩5分　 徒歩5分　 徒歩5分　 徒歩1分

連絡先 河地　素子　携帯 080-4502-4500　E-mail：eminabackpackers@gmail.com

          賃        万円 管 無 敷 家賃  月分
緑 丁目     構 木造 階建 築 昭和  年 対 男女

駐 無 間    帖 禁煙
 通学 徒歩  分 周辺施設     徒歩 分 病院 徒歩 分 銀 郵 徒歩 分    徒歩 分

設備
専用     机 照明器具
共用 玄関     浴室 台所     

用品   他消耗品

     無料     年     済

女性専用     

連絡先  河地 素子  携帯                                                 

設備 　 

専用 ： ベッド、机、照明器具

共用 ：  玄関、トイレ、浴室、台所、キッチン

用品、その他消耗品

Wi-Fi無料
2019年リフォーム済

女性専用もあります

          賃        万円 管 無 敷 家賃  月分
緑 丁目     構 木造 階建 築 昭和  年 対 男女

駐 無 間    帖 禁煙
 通学 徒歩  分 周辺施設     徒歩 分 病院 徒歩 分 銀 郵 徒歩 分    徒歩 分

設備
専用     机 照明器具
共用 玄関     浴室 台所     

用品   他消耗品

     無料     年     済

女性専用     

連絡先  河地 素子  携帯                                                 

サン・ハイツ
緑2丁目34-1

（通学/徒歩13分）

3万円
木造2階建
無

無
昭和62年
10帖ワンルーム

無
女性

周辺施設  徒歩3分　 徒歩1分　 徒歩3分　 徒歩1分

設備  

玄関、シャワー付浴室、トイレ、ロッカー、下駄箱、押入、クッキングヒーター、冷蔵庫、洗濯機、FF灯油ストーブ、

瞬間湯沸器、換気扇、照明、TV端子、室内物干しポール

連絡先 阿部　伸尚　TEL.0134-32-0990 　Twitter @sunheightsotaru 室内・共用写真掲載

冷蔵庫
洗濯機

プレゼント！！

初期費用0円
家賃のみで
入居OK !

連絡先 宮田　章代　TEL 0134-33-8301　携帯 090-5225-8356

3,000円　 家賃1 ヶ月分　 木造　 フルリフォーム済　 男女 （留）　 有 　 6～8帖
　 周辺施設　 徒歩5分　 徒歩10分　 徒歩10分　 徒歩3分

※退居時の清掃代 0.5 か月　　水道代は家賃込み

　　朝 ・ 夕 2 食 （土日祝祭無）　　WiFi 無料

・ 　ボーディングハウス内山　　\44,000/2食付

　　　　共同 ・ トイレ、シャワールーム、洗濯機、流し、IHヒーター

・ 　内山学生館・内山情報館　　\54,000 ～ \62,000/2食付

　　　　共同・トイレ、シャワールーム、洗濯機

※各部屋に流し、 ガス台、 湯沸し器、 冷蔵庫

詳細はホームページを検索　http//uchiyamagesyuku.com/

北海道小樽市緑1丁目11-10

内山下宿
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・家賃（９畳） ４４９９，，００００００円円（食事２食付） ・敷 金・礼金（設備使用料/更新時不要）・美装代(退去時) 各０．５カ月分 

                                                                                              ３３４４，，００００００円円（食事なし）   ※土日祝日食事お休みですが、自炊も可能です。※男性専用 1 年毎の契約です。           

     

※ 「「下下宿宿」」欄欄掲掲載載希希望望  

  
  

  

  

家賃 ２.３万円（６畳） ※1 年毎の契約です。 敷金１カ月分・礼金 3 万円（新規入居時のみ、継続時不要です） 

※礼金は冷蔵庫・ストーブ等の設備使用料となり、故障時業者さんを呼ぶ必要はございません。 

付属設備：ベッド・冷蔵庫・ストーブ・クローゼット・Wi-Fi 機器（高速 10G 回線）・洗濯機・掃除機・浴槽(自動)・自動販売機等 

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

            

＜一例＞ 4.9 万円（食事付家賃）＋ お風呂の光熱費・ガス代等を住んでいるみんなで頭割り       

＋ 

自分が使った分の電気代（メーターより）・灯油代 

(ある学生さんの場合)  計 ６万円以内  

◎詳細（女性用・お部屋の情報など）は   

Web にて、今すぐクリック！ 

（（hhttttpp:://// oottaarruu..lliiffee..ccooooccaann..jjpp//））
  

安安心心新新生生活活  

＊＊女女性性商商大大生生専専用用＊＊  

大学まで徒歩６分 

小樽駅まで徒歩１５分だから 

★★授授業業・・試試験験勉勉強強・・部部活活でで

帰帰りりがが遅遅いい時時便便利利！！  

★★授授業業・・部部活活・・就就活活・・アアルル

ババイイトト・・夏夏休休みみ・・冬冬休休みみ

等等ででいいなないい事事がが多多くく高高

いいおお部部屋屋はは必必要要なないい方方

ににピピッッタタリリ！！  

おお食食事事  

付付あありり  since 1980 ＊＊札札幌幌圏圏出出身身者者もも大大歓歓迎迎＊＊  

「「セセカカンンドドルルーームム」」  

 菊良レディスハイム   

TEL（お急ぎの方はこちらから） 

０１３４－２２－３８５８ 

（吉田） 

※空室わずか 

★★大大学学とと大大学学生生協協ままでで徒徒歩歩３３分分！！ババスス停停徒徒歩歩２２分分！！★★OOBB・・OOGG  ２２００００人人以以上上！！★★栄栄養養満満点点安安心心ででおおいいししいい食食事事！！★★食食事事取取りり置置ききササーービビスス！！（（容容器器のの準準備備不不要要））★★全全室室門門限限

ななしし  友友人人ととゆゆっっくくりりくくつつろろげげるる！！★★ココイインンいいららずずのの自自由由にに入入れれるるおお風風呂呂（（２２４４時時間間））！！★★一一般般ゴゴミミ（（小小樽樽市市内内有有料料））のの排排出出・・トトイイレレッットトペペーーパパーー代代ななどど家家賃賃込込みみ！！★★イインンタターーネネッットト

接接続続・・WWii--FFii 接接続続アアシシスストト有有りり！！★★浴浴槽槽あありり！！★★付付属属設設備備多多数数！！（（冷冷蔵蔵庫庫・・ベベッットト・・スストトーーブブ・・掃掃除除機機・・机机・・洋洋服服タタンンスス・・洗洗濯濯機機・・WWii--FFii 機機器器「「快快適適！！高高速速 1100GG 回回線線」」））ななどど））  

月々の支払額の一例 

      ２.3 万円（家賃）※御食事を除く    

        ＋＋  

お風呂の光熱費・ガス代等を住んでいるみんなで頭割り 

        ＋＋  

自分が使った分の電気代(メーターより)・ストーブの灯油代 

(昨年のある学生さんの場合)      計計３３万万円円前前後後  

詳細は Web にて！ 

今すぐクリック！ 

＜御連絡は、お早めに！＞
 

商大生専用  食事付き安心!    吉田下宿+ TEL0134-22-3858 
食事・仲間☆安心新生活☆ 

since 1969 

賠償責任保障と一人暮らしの住居のリスクへの保障をセット
大学生協のおすすめする保険　2022年度版

火災・凍結破裂・被保険者の3日以上入院時等の
父母駆けつけ費用などの保障も充実

学生賠償責任保険
（学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険）

19HK（一人暮らし特約あり）

団体保険契約者

このチラシは学生賠償責任保険（一人暮らし特約あり）の概要をご説明したものです。
詳しくは、2022年度版「大学生協の学生総合共済」パンフレットをご覧ください。

支払限度額・保険金額（保障内容）と保険料については、裏面をご覧ください。
学生賠償責任保険の
詳細はこちらを
ご覧ください

「一人暮らし特約」4つの特長

行動範囲が広がる大学生のさまざまなリスクに対応しています。
相談したい時、事故などが起きて困っている時は

すぐご相談できます。

※示談交渉サービスとは、この保険の被保険者が加害者となったとき、相手方および被保険者の同意が得られた場合、被保険者に代わって保険会社が被害者と
折衝し解決するサービスです。

敷地内共有部分も対象
家財保障は
盗難も保障

ポイント4

借家人賠償責任保障は
1事故
最高1,000万円
まで保障
示談交渉サービス付（国内のみ）※

ポイント1

調理中に火災、
キッチンが燃え、
損害を与えた

借用住宅敷地内の
駐輪場に施錠して停めていた
自転車が盗難にあった

家財保障で
偶然な事故
（破損・汚損など）
も保障

ポイント2

家具を移動させた際、
液晶テレビにぶつけて

破損させた

ポイント3

示談交渉サービス付（国内のみ）※

個人賠償責任保障で
階下の
住人への
賠償に備える

漏水事故により、
階下の部屋に
損害を与えた
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