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第三北美マンション(ダイサンホクビ)
札幌市中央区北七条西１６丁目1-30 ／ 函館線「桑園」徒歩4分
鉄骨造地上4階 ／ 2004年03月築
本体設備：ＢＳ・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・オートロック

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

102
（1階部分）

空室

相談

1DK

29.83㎡
43,000円

なし なし なし なし なし なし 2ヶ月 ２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（ガス）・風呂
（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗髪洗面化粧台・バ...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●南西向　●間取内訳 D6.5-K2-4.5　●備考：★保証会社初回保証料のみオーナー負担キャンペーン実施中★ ※1Fは民泊業者が賃借中です※ ※保証会社必須 ...

105
（1階部分）

空室

相談

1DK

29.48㎡
45,000円

なし なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（ガス
）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗髪洗面化...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●北東向　●間取内訳 D6-K2-4.5　●備考：★保証会社初回保証料のみオーナー負担キャンペーン実施中★ ※1Fは民泊業者が賃借中です※ ※保証会社必須  ...

201
（2階部分）

退去予定

相談

1DK

30.29㎡
48,000円

なし なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（ガス
）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗髪洗面化...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●内覧：2021/02/26～　●東南向　●間取内訳 D6.7-K2-5　●備考：★保証会社初回保証料のみオーナー負担キャンペーン実施中★ ※1Fは民泊業者が賃借中...

ニューセトル南4条Ⅱ
札幌市中央区南四条西１３丁目2-15 ／ 地下東西線「西１１丁目」徒歩8分
鉄骨造地上4階 ／ 1996年10月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・専用ごみ置場

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

206
（2階部分）

空室

相談

1LDK

32.94㎡
42,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 ２人入居可能・生活保護者入居可能・保証会社利用必須・
給湯器（ガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）...

●駐車場：敷地内 空き1台 10,000円 青空P2　●南向　●間取内訳 10.5×6　●備考：※保証会社必須(あんしん保証)初回保証料賃料の40%  　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 ...

402
（4階部分）

退去予定

相談

1LDK

32.94㎡
42,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・生活保護者入居可能・保証会社利
用必須・給湯器（ガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ...

●駐車場：敷地内 空き1台 10,000円 青空P2　●内覧：2021/03/06～　●東向　●間取内訳 10.5×6　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：※保証会社必須(あんしん保証)初回保証料賃料の...

すすきのプラザビル
札幌市中央区南七条西４丁目424-12 ／ 地下南北線「すすきの」徒歩6分
鉄筋コンクリート造地上10階 ／ 1974年08月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・エレベーター

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

1003
（10階部分）

空室

相談

1R

25.19㎡
45,000円

5,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 最上階・保証会社利用可能・給湯器（電気）・トイレ（水
洗）・洗面台・洗濯機置場（室内）・暖房（灯油）・床暖...

●間取内訳 10帖+ロフト　●備考：◆家具・家電付き!※期間満了時プレゼント可! 　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更新必須）　●ハウスクリーニング：25,000...

https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1052088&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1052088&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1254362&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1254362&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1944303&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1944303&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1711536&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1711536&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3180206&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3180206&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4789743&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4789743&hs=plman4361t1614226810
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カレラ伏見
札幌市中央区南十九条西１４丁目1-10 ／ 札幌市電「ロープウェイ入口」徒歩1分
鉄筋コンクリート造地上5階 ／ 2019年11月築
本体設備：ＢＳ・ＣＳ・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・オートロック・宅配ＢＯＸ・防犯カメラ・専用ごみ置場・エレベーター（１基）・自転車置場

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

105
（1階部分）

空室

即入

1LDK

36.6㎡
59,000円

5,000円 なし なし なし ※ なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居可能・保
証会社利用必須・給湯器（都市ガス）・システムキッチン...

●駐車場：近隣 空き1台　●東向　●間取内訳 K2.47x10.76　●※ 礼金備考：ペット飼育時:1ヶ月　●カギ：(AL)呼5963　(部屋)開放　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせくだ...

203
（2階部分）

空室

即入

1LDK

36.6㎡
60,000円

5,000円 なし なし なし ※ なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居可能・保
証会社利用必須・給湯器（都市ガス）・システムキッチン...

●駐車場：近隣 空き1台　●東向　●間取内訳 LD8.06xK2.72x5.03　●※ 礼金備考：ペット飼育時:1ヶ月　●カギ：(AL)呼5963　(部屋)開放　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わ...

303
（3階部分）

空室

即入

1LDK

36.6㎡
61,000円

5,000円 なし なし なし ※ なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居可能・保
証会社利用必須・給湯器（都市ガス）・システムキッチン...

●駐車場：近隣 空き1台　●東向　●間取内訳 LD8.06xK2.72x5.03　●※ 礼金備考：ペット飼育時:1ヶ月　●カギ：(AL)呼5963　(部屋)開放　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わ...

405
（4階部分）

空室

即入

1LDK

36.6㎡
62,000円

5,000円 なし なし なし ※ なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居可能・保
証会社利用必須・給湯器（都市ガス）・システムキッチン...

●駐車場：近隣 空き1台　●東向　●間取内訳 K2.47x10.76　●※ 礼金備考：ペット飼育時:1ヶ月　●カギ：(AL)呼5963　(部屋)開放　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせくだ...

506
（5階部分）

空室

即入

1LDK

36.9㎡
64,000円

5,000円 なし なし なし ※ なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居
可能・保証会社利用必須・給湯器（都市ガス）・システム...

●駐車場：近隣 空き1台　●南向　●間取内訳 K4.4x9.48　●※ 礼金備考：ペット飼育時:1ヶ月　●カギ：(AL)呼5963　(部屋)開放　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせくださ...

ブエナビスタ
札幌市北区麻生町７丁目1-18 ／ 地下南北線「麻生」徒歩5分
木造一部RC造地上3階 ／ 2010年08月築
本体設備：光ファイバー・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・自転車置場

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

103
（2階部分）

退去予定

相談

1DK

29.48㎡
47,000円

なし なし なし なし なし なし 2ヶ月 ２人入居可能・保証会社利用可能・給湯器（ガス）・風呂
（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗髪洗面化粧台・バ...

●駐車場：空きなし 車庫/10,000円(税別)　●内覧：2021/03/28～　●南向　●間取内訳 D6-K2-4.8　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更新必須）　●カギ交換：10...

AMS北28条
札幌市北区北二十八条西２丁目3-6 ／ 地下南北線「北２４条」徒歩9分
木造一部RC造地上3階 ／ 1990年02月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・専用ごみ置場

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

104
（2階部分）

空室

相談

1LDK

33.21㎡
32,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・ペット相談（猫のみ）・２人入居可能・生活保護
者入居可能・保証会社利用可能・給湯器（ガス）・対面式...

●駐車場：敷地内 空きなし　●間取内訳 LDK8.5-8　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせください  ★現在キャンペーン中!★いずれか選べます! ①...

202
（3階部分）

退去予定

相談

1K

16.36㎡
28,000円

1,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 最上階・ペット相談（猫のみ）・２人入居可能・生活保護
者入居可能・保証会社利用可能・給湯器（ガス）・対面式...

●駐車場：敷地内 空きなし　●内覧：2021/02/28～　●南向　●間取内訳 8.5　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせください  ★現在キャンペーン中!★いずれか選べます! ①入...

新川315
札幌市北区新川三条１５丁目5-17 ／ [ バス ]「中央バス 天狗橋」停徒歩2分
木造地上2階 ／ 1978年06月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

101
（1階部分）

空室

即入

2LDK

44.23㎡
36,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・ペット相談（猫のみ）・２人入居可能・保証会社
利用可能・給湯器（プロパンガス）・風呂・トイレ（水洗...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空1台3,000円(税別)　●南西向　●間取内訳 LDK10-6-6　●カギ：開放　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂いたら、個人宛に...

102
（1階部分）

空室

即入

2LDK

44.23㎡
36,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・ペット相談（猫のみ）・２人入居可能・保証会社
利用可能・給湯器（プロパンガス）・風呂・トイレ（水洗...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空1台3,000円(税別)　●南西向　●間取内訳 LDK10-6-6　●カギ：開放　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂いたら、個人宛に...

https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899486&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899486&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899489&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899489&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899494&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899494&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899500&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899500&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899506&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3899506&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1826818&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1826818&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2885147&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2885147&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3509388&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3509388&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4684872&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4684872&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4690052&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4690052&hs=plman4361t1614226810
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メゾン17・1
札幌市東区北十七条東１丁目5-1 ／ 地下南北線「北１８条」徒歩7分
木造一部RC造地上3階 ／ 2002年04月築
本体設備：ＢＳ・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

101
（2階部分）

空室

即入

1DK

31.59㎡
36,000円

3,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・給湯器（プロパンガス）・風呂（
ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗髪洗面化粧台・バス...

●駐車場：敷地内 空き1台 車庫1台/6,000円(税別)　●南向　●間取内訳 8.5-6　●カギ：開放　●備考：★新社会人のみスライド可(3/1～広告料据え置き) ※駐車場6,000円(税別)　幅:2...

アベニン23
札幌市東区北二十三条東１９丁目4-5 ／ 地下東豊線「元町」徒歩9分
木造地上3階 ／ 2012年03月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

102
（2階部分）

退去予定

相談

1LDK

39.8㎡
45,000円

なし 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用可能・給湯器（プロ
パンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗...

●駐車場：敷地内 空き1台 車庫P7/10,000円(税別)　3/末空き予定　●内覧：2021/04/01～　●間取内訳 LDK8.5-K2-6　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更新必須...

コーポ古田
札幌市東区北三十条東１丁目4-14 ／ 地下南北線「北３４条」徒歩8分
鉄骨造地上4階 ／ 1977年03月築
本体設備：光ファイバー（光配線方式）・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

303
（4階部分）

空室

相談

1LDK

40.5㎡
36,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 最上階・ペット相談（犬・猫可）・事務所利用可能・２人
入居可能・高齢者入居可能・生活保護者入居可能・保証会...

●駐車場：敷地内 空き1台 ピロティP2/5,000円(税別)　●間取内訳 LDK14-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更新必須）　●カギ交...

第1ハイムヤマギシ
札幌市白石区川下一条８丁目5-17 ／ 函館線「厚別」徒歩10分
木造一部RC造地上3階 ／ 1982年09月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

23
空室

即入

1LDK

37.26㎡
36,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居可能・生
活保護者入居可能・保証会社利用可能・給湯器（プロパン...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空P13/1台4,000円(税別)　●間取内訳 LDK13-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：☆ペット可(小型犬・猫1匹まで) 　●保険：保険要加入 全管協共済会...

第2ハイムヤマギシ
札幌市白石区川下一条８丁目5-17 ／ 函館線「厚別」徒歩10分
木造一部RC造地上3階 ／ 1982年09月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

17
（1階部分）

空室

即入

1LDK

37.26㎡
38,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居可能・生
活保護者入居可能・保証会社利用可能・給湯器（プロパン...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空P13/1台4,000円(税別)　●間取内訳 LDK13-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更新必須）　●カギ交...

25
（2階部分）

空室

即入

2LDK

40.5㎡
36,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居
可能・生活保護者入居可能・保証会社利用可能・給湯器（...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空P13/1台4,000円(税別)　●間取内訳 LDK8-6-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：☆ペット可(小型犬・猫1匹まで) 　●保険：保険要加入 全管協共済...

27
（2階部分）

空室

即入

2LDK

37.26㎡
36,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・ペット相談（小型犬、猫可）・２人入居
可能・生活保護者入居可能・保証会社利用可能・給湯器（...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空P13/1台4,000円(税別)　●間取内訳 LDK8-5-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：☆ペット可(小型犬・猫1匹まで)  　●保険：保険要加入 全管協共済...

https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=716377&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=716377&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4749527&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4749527&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4640727&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4640727&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3575874&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3575874&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3632390&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3632390&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3496106&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3496106&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3707972&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3707972&hs=plman4361t1614226810
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アンダンテ
札幌市白石区菊水一条４丁目1-39 ／ 地下東西線「菊水」徒歩5分
木造一部RC造地上3階 ／ 2009年12月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

205
（2階部分）

退去予定

相談

1DK

29.97㎡
39,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用可能・給湯器（プロ
パンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●内覧：2021/03/16～　●間取内訳 D6-K2.3-4.5　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更新必須）　●カギ交換：10,000円（税抜/契約...

KIKUSUI BASE
札幌市白石区菊水三条４丁目4-7 ／ 地下東西線「菊水」徒歩3分
木造地上2階 ／ 1977年10月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

101
（1階部分）

空室

即入

1DK

25.92㎡
26,000円

なし なし なし なし なし なし 4ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証人不要・フリーレント・生活
保護者入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロパンガ...

●北東向　●間取内訳 6-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：☆広告料4ヶ月になりました☆  ☆初期費用オールゼロ物件!! 火災保険20,000円→実質0円・鍵交換費用10,000円→0円・保...

102
（1階部分）

空室

即入

1DK

25.11㎡
26,000円

なし なし なし なし なし なし 4ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証人不要・フリーレント・生活
保護者入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロパンガ...

●北東向　●間取内訳 6-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：☆広告料4ヶ月になりました☆  ☆初期費用オールゼロ物件!! 火災保険20,000円→実質0円・鍵交換費用10,000円→0円・保...

201
（2階部分）

空室

即入

1DK

25.92㎡
26,000円

なし なし なし なし なし なし 4ヶ月 角部屋・２人入居可能・フリーレント・生活保護者入居可
能・保証会社利用必須・給湯器（プロパンガス）・トイレ...

●北東向　●間取内訳 6-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：☆広告料4ヶ月になりました☆  ☆初期費用オールゼロ物件!! 火災保険20,000円→実質0円・鍵交換費用10,000円→0円・保...

ホワイトハイム
札幌市白石区北郷六条３丁目1-39 ／ [ バス ]「北郷5条3丁目」停徒歩7分
軽量鉄骨造地上2階 ／ 1986年08月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

201
（2階部分）

空室

即入

2LDK

46.98㎡
27,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・２人入居可能・保証会社利用可能・給湯
器（プロパンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空P4/5,000円(税別)　●西向　●間取内訳 LDK8-6-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：■2年間限定年割キャンペーン実施中!賃料9,000円ダウン!!■36,0...

ヴィアフェラーラA棟
札幌市白石区中央三条５丁目8-26 ／ 千歳線「白石」徒歩14分
木造地上2階 ／ 1987年09月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

201
（2階部分）

空室

相談

2LDK

49.69㎡
39,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・生活保護者入居可能・保証会社利
用必須・給湯器（プロパンガス）・風呂（ユニットバス）...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空5,000円(税別)　●南西向　●間取内訳 LDK12-6-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,000円（更新必須）　●カ...

リバーヴィレッジ第1
札幌市豊平区月寒西一条８丁目3-15 ／ 地下東豊線「月寒中央」徒歩5分
鉄筋コンクリート造地上4階 ／ 1988年02月築
本体設備：光ファイバー（光配線方式）・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・専用ごみ置場

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

406
（4階部分）

空室

相談

2LDK

52.82㎡
46,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（犬・猫可）・２人入居可能・保証会
社利用可能・給湯器（ガス）・風呂（ユニットバス）・ト...

●駐車場：空きなし　●東南向　●間取内訳 LDK14-6-4　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：※小型犬・猫可(計2匹まで)※ペット飼育時(2匹以上の場合)家賃+2,000増額になります。 ※...

https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4829702&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4829702&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1519507&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1519507&hs=plman4361t1614226810
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https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1519509&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1519508&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1519508&hs=plman4361t1614226810
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https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=810384&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2392699&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2392699&hs=plman4361t1614226810
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プラナ
札幌市豊平区美園五条２丁目2-20 ／ 地下東豊線「豊平公園」徒歩6分
鉄筋コンクリート造地上4階 ／ 2008年05月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・オートロック・専用ごみ置場

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

401
（4階部分）

空室

相談

1DK

28.02㎡
45,000円

2,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯
器（プロパンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空P1/10,000円(税別)　●北東向　●間取内訳 6-2.3K-4.5　●カギ：呼3395・ダイヤルキー0664　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更...

MNステージⅠ
札幌市豊平区美園九条３丁目2-8 ／ 地下東豊線「豊平公園」徒歩5分
木造地上2階 ／ 1996年08月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

101
（1階部分）

空室

相談

1DK

25.1㎡
30,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・２人入居可能・生活保護者入居可能・保証会社利
用可能・給湯器（プロパンガス）・風呂（ユニットバス）...

●駐車場：敷地内 空きなし 青空/8,000(税別)　●間取内訳 6-5.5　●保険：保険要加入 あいおい 2年契約 7,000円（1年毎更新）　●ハウスクリーニング：20,000円（税抜/契約時）

MNステージⅡ
札幌市豊平区美園九条３丁目2-7 ／ 地下東豊線「豊平公園」徒歩7分
木造地上2階 ／ 1996年08月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

105
（1階部分）

空室

即入

1DK

25.1㎡
30,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 ２人入居可能・生活保護者入居可能・保証会社利用可能・
給湯器（ガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）...

●駐車場：敷地内 空きなし　●間取内訳 6-5.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●保険：保険要加入 あいおい 2年契約 7,000円（1年毎更新）　●カギ交換：10,000円（税抜/契約時）　●...

大成ハイツ
札幌市南区川沿一条６丁目1-23 ／ [ バス ]「じょうてつバス 北ノ沢8丁目」停徒歩5分
木造地上2階 ／ 1987年05月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

202
（2階部分）

空室

即入

3LDK

59.45㎡
43,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・最上階・事務所利用可能・２人入居可能・高齢者
入居可能・生活保護者入居可能・保証会社利用可能・ルー...

●駐車場：敷地内 空き2台 青空P2/3,000円(税別)小型車限定　P5/5,000円(税別)普通車　●南向　●間取内訳 LDK13-6-6-4.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：■1年間限定年割キャ...

クリエイト澄川 I
札幌市南区澄川五条３丁目7-10 ／ 地下南北線「澄川」徒歩8分
木造一部RC造地上3階 ／ 1991年05月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

205
（3階部分）

空室

即入

1R

22.15㎡
25,000円

1,500円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用可能・給湯器（プロ
パンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・バ...

●駐車場：敷地内 空きなし 個別車庫　●南西向　●間取内訳 7.5+ロフト3　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂いたら、個人...

クリエイト澄川 II
札幌市南区澄川五条３丁目7-9 ／ 地下南北線「澄川」徒歩8分
木造一部RC造地上3階 ／ 1991年05月築
本体設備：

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

201
（2階部分）

退去予定

相談

1R

22.15㎡
25,000円

1,500円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・保証会社利用可能・給湯器（プロパンガ
ス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・バス・ト...

●駐車場：敷地内 空きなし 個別車庫　●内覧：2021/02/27～　●間取内訳 7.5+ロフト3　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂いたら、個人宛に20,000円の...

https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2865349&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2865349&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1254344&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1254344&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=722106&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=722106&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3686455&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=3686455&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2052615&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2052615&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2052619&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2052619&hs=plman4361t1614226810


株式会社コンサルティングボックス 空室一覧表
北海道札幌市中央区南四条西１３丁目1-8　S413ビル3F　／　TEL：011-522-0664　／　FAX：011-522-0662

2021/02/25 13:20:11 現在
6／9頁

池マンションB
札幌市南区真駒内柏丘１０丁目8-8 ／ 地下南北線「真駒内」バス3分「中央バス 真駒内花園」停 徒歩2分
木造地上2階 ／ 1978年12月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

107
（1階部分）

空室

即入

2DK

39.93㎡
26,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（猫のみ）・外国人契約可能・事務所
利用可能・２人入居可能・フリーレント・高齢者入居可能...

●駐車場：空き1台 青空P6/4,000円(税別)　●東南向　●間取内訳 DK9-6-4.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせください ★現在キャンペーン中...

111
（1階部分）

空室

即入

2DK

39.93㎡
26,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・ペット相談（猫のみ）・外国人契約可能・事務所
利用可能・２人入居可能・フリーレント・高齢者入居可能...

●駐車場：空き1台 青空P6/4,000円(税別)　●間取内訳 DK9-6-4.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせください ★現在キャンペーン中!★どちら...

207
（2階部分）

空室

即入

2DK

39.93㎡
26,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・ペット相談（猫のみ）・外国人契約可能
・事務所利用可能・２人入居可能・フリーレント・高齢者...

●駐車場：空き1台 青空P6/4,000円(税別)　●東南向　●間取内訳 DK9-6-4.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：【スライドOK】※条件はお問い合わせください ★現在キャンペーン中...

コンフォートS35
札幌市南区南三十五条西９丁目1-11 ／ [ バス ]「南34西11」停徒歩4分
軽量鉄骨造地上4階 ／ 1991年02月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・オートロック

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

303
（3階部分）

空室

即入

1LDK

32.6㎡
36,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・事務所利用可能・２人入居可能・生活保護者入居
可能・保証会社利用可能・給湯器（ガス）・風呂（ユニッ...

●駐車場：敷地内 空きなし 青空P2/8,000円(税別)　　●北向　●間取内訳 12-6　●カギ：呼3535　ダイヤルキー0664　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂...

ガーデンコート
札幌市南区常盤二条１丁目16-3 ／ 地下南北線「真駒内」バス13分「真101他 空沼線 常盤中学校前」停 徒歩1分
木造地上3階 ／ 1998年09月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

201
（2階部分）

退去予定

03月中旬

1DK

27.55㎡
35,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・最上階・２人入居可能・生活保護者入居可能・保
証会社利用可能・給湯器（灯油）・風呂（ユニットバス）...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●内覧：2021/02/27～　●間取内訳 DK7-5　●備考：※エアコンは老朽化の為設備対象外です。ウォシュレットは設備対対象外です。　●保険：保険要加入...

301
（3階部分）

退去予定

相談

1DK

27.55㎡
35,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・最上階・２人入居可能・生活保護者入居可能・保
証会社利用可能・給湯器（ガス）・風呂（ユニットバス）...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●内覧：2021/03/11～　●間取内訳 DK7-5　●備考：※エアコンは老朽化の為設備対象外です。ウォシュレットは設備対対象外です。  　●保険：保険要加...

藤マンション
札幌市西区八軒六条東３丁目5-16 ／ 札沼線「八軒」徒歩3分
木造地上2階 ／ 1978年11月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

202
（2階部分）

空室

即入

2LDK

44.02㎡
36,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 ペット相談（猫のみ）・２人入居可能・高齢者入居可能・
生活保護者入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロパ...

●駐車場：空きなし 近隣月極　●間取内訳 LD10-6-4.5　●備考：※近隣月極駐車場　東日本ハウジング(空要確認)011-823-3000 ★スライドご相談ください!   　●保険： 全管協共済会...

エルムクレスト八軒
札幌市西区八軒七条東２丁目4-13 ／ 札沼線「八軒」徒歩3分
木造一部RC造地上3階 ／ 1991年02月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

201
（2階部分）

退去予定

相談

1LDK

34.61㎡
34,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・事務所利用可能・２人入居可能・生活保護者入居
可能・保証会社利用可能・給湯器（プロパンガス）・対面...

●駐車場：敷地内 空き1台 個別車庫/10,000円(税別)※3/末空き予定　●内覧：2021/04/01～　●北東向　●間取内訳 LDK12-6　●備考：★J-COM　1Mインターネット無料!★　●保険：保険...

https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4571663&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4571663&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4723508&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4723508&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4383154&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4383154&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=969619&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=969619&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2386973&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2386973&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1183000&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=1183000&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=801787&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=801787&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=727571&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=727571&hs=plman4361t1614226810


株式会社コンサルティングボックス 空室一覧表
北海道札幌市中央区南四条西１３丁目1-8　S413ビル3F　／　TEL：011-522-0664　／　FAX：011-522-0662

2021/02/25 13:20:11 現在
7／9頁

スクーデリア518
札幌市厚別区厚別西二条１丁目5-18 ／ 函館線「厚別」徒歩9分
鉄筋コンクリート造地上3階 ／ 1988年09月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

203
（2階部分）

空室

相談

1LDK

40.5㎡
37,000円

3,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用可能・給湯器（ガス
）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗面台（浴...

●駐車場：敷地内 空きなし　●東向　●間取内訳 LDK14-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 20,000円（更新必須）　●カギ交換：10,000円（税...

STAND　BEAUT’E　北星(スタンドボーテ　ホクセイ)
札幌市厚別区大谷地西３丁目2-20 ／ 地下東西線「大谷地」徒歩15分
木造地上3階 ／ 2017年01月築
本体設備：自転車置場・専用ごみ置場・防犯カメラ・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・光ファイバー

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

102
（1階部分）

空室

03月下旬

1R

27.53㎡
39,000円

2,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 保証会社利用可能・給湯器（ガス）・ガステーブル・シス
テムキッチン・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●南西向　●間取内訳 LDK10.5　●備考：★設備充実★浴室乾燥機、敷地内防犯カメラ2台設置、北星大学徒歩7分! 2/末退去予定! ★スライドご相談くださ...

103
（1階部分）

空室

相談

1R

27.53㎡
39,000円

2,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 保証会社利用可能・給湯器（ガス）・ガステーブル・シス
テムキッチン・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●内覧：2021/03/01～　●南西向　●間取内訳 LDK10.5　●備考：★設備充実★浴室乾燥機、敷地内防犯カメラ2台設置、北星大学徒歩7分! 2/末退去予定! ★...

104
（1階部分）

空室

即入

1R

27.53㎡
38,000円

2,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・保証会社利用可能・給湯器（ガス）・ガステーブ
ル・システムキッチン・風呂（ユニットバス）・トイレ（...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●南西向　●間取内訳 LDK10　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★設備充実★浴室乾燥機、敷地内防犯カメラ2台設置、北星大学徒歩7分! ★スライドご相...

204
（2階部分）

空室

相談

1R

27.53㎡
40,000円

2,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・保証会社利用可能・給湯器（ガス）・ガステーブ
ル・システムキッチン・風呂（ユニットバス）・トイレ（...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●南西向　●間取内訳 LDK10　●備考：★設備充実★浴室乾燥機、敷地内防犯カメラ2台設置、北星大学徒歩7分! 2/末退去予定! ★スライドご相談ください!...

304
（3階部分）

退去予定

相談

1R

27.53㎡
41,000円

2,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・保証会社利用可能・給湯器（ガス）・ガ
ステーブル・システムキッチン・風呂（ユニットバス）・...

●駐車場：敷地内駐車場なし　●内覧：2021/03/01～　●南西向　●間取内訳 LDK10　●備考：★設備充実★浴室乾燥機、敷地内防犯カメラ2台設置、北星大学徒歩7分! 2/末退去予定! ★ス...

FINE富丘(ファイントミオカ)
札幌市手稲区富丘三条５丁目8-20 ／ [ バス ]「富丘」停徒歩4分
木造一部RC造地上3階 ／ 2005年03月築
本体設備：光ファイバー・ＵＨＦアンテナ（地デジ用）・ロードヒーティング

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

203
（3階部分）

空室

即入

1LDK

44.38㎡
47,000円

なし なし なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・最上階・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯
器（灯油）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・シ...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空P2/1台7,000円(税別)　　●東向　●間取内訳 LD11.5-K2.5-6.2　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★現在選べるキャンペーン中!★ ①前家賃最大1ヶ月...

Bコーポ小谷
小樽市幸４丁目11-19 ／ [ バス ]「北海道中央バス 幸小学校」停徒歩4分
木造地上2階 ／ 1981年12月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

201
（2階部分）

空室

即入

2LDK

47.79㎡
30,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・最上階・２人入居可能・保証会社利用可能・給湯
器（灯油）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・バ...

●駐車場：敷地内 1台無料　●東向　●間取内訳 LDK10.5-6.5-6.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂いたら、個人宛に20,00...

https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2949430&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2949430&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232345&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232345&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232349&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232349&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232342&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232342&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232343&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232343&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232344&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=2232344&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4626502&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4626502&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4415043&hs=plman4361t1614226810
https://www.realnetpro.com/room_detail.php?id=4415043&hs=plman4361t1614226810


株式会社コンサルティングボックス 空室一覧表
北海道札幌市中央区南四条西１３丁目1-8　S413ビル3F　／　TEL：011-522-0664　／　FAX：011-522-0662

2021/02/25 13:20:11 現在
8／9頁

コーポ小谷A
小樽市長橋１丁目21-16 ／ [ バス ]「北海道中央バス 長橋十字街」停徒歩6分
木造一部RC造地上2階地下1階 ／ 1988年02月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

102
（1階部分）

空室

即入

2LDK

51.03㎡
35,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 ペット相談（猫のみ）・２人入居可能・保証会社利用可能
・給湯器（灯油）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗...

●駐車場：敷地内 1台無料　●西北向　●間取内訳 LDK11.5-6-6　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂いたら、個人宛に20,000...

駒園テラスハウス
岩見沢市駒園８丁目6-4 ／ 函館線「岩見沢」バス15分「北海道中央バス 駒園8丁目」停 徒歩3分
木造地上2階 ／ 1968年12月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

2
空室

即入

1LDK

40㎡
30,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 角部屋・ペット相談（犬・猫可）・２人入居可能・保証会
社利用可能・給湯器（プロパンガス）・風呂・トイレ（水...

●駐車場：敷地内 空き1台 青空1台無料　●間取内訳 LDK12-6　●カギ：ダイヤルキー8860　●備考：★現在キャンペーン中!★どちらか選べます! ①成約して頂いたら、個人宛に20,000円...

ハピネスⅠ
苫小牧市柳町４丁目11-16 ／ [ バス ]「道南バス 柳町4丁目」停徒歩3分
木造地上3階 ／ 1989年07月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

102
（2階部分）

空室

即入

1DK

30.78㎡
30,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 ペット相談（犬・猫可）・保証会社利用可能・給湯器（プ
ロパンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK8.5-6.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★広告料に関して:AD3ヵ月分、またはAD2ヵ月分+個人バック1ヵ月分...

103
（2階部分）

空室

即入

1DK

30.78㎡
30,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 ペット相談（犬・猫可）・保証会社利用可能・給湯器（プ
ロパンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK8.5-6.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★広告料に関して:AD3ヵ月分、またはAD2ヵ月分+個人バック1ヵ月分...

202
（3階部分）

空室

即入

1DK

30.78㎡
30,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 最上階・ペット相談（犬・猫可）・保証会社利用可能・給
湯器（プロパンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK8.5-6.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★広告料に関して:AD3ヵ月分、またはAD2ヵ月分+個人バック1ヵ月分...

203
（3階部分）

空室

即入

1DK

30.78㎡
30,000円

なし なし なし なし なし なし 3ヶ月 最上階・ペット相談（犬・猫可）・保証会社利用可能・給
湯器（プロパンガス）・風呂（ユニットバス）・トイレ（...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK8.5-6.5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：★広告料に関して:AD3ヵ月分、またはAD2ヵ月分+個人バック1ヵ月分...
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マンションスタリオン
三笠市多賀町20-4 ／ [ バス ]「三笠市市民会館前」停徒歩1分
木造地上2階 ／ 2016年09月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

1-A
（1階部分）

空室

相談

2LDK

54㎡
60,000円

3,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロ
パンガス）・ガステーブル（二個口）・風呂（ユニットバ...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK13-6-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：■駐車場2台目貸出可　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,...

1-B
（1階部分）

空室

相談

2LDK

54㎡
60,000円

3,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロ
パンガス）・ガステーブル（二個口）・風呂（ユニットバ...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK13-6-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：■駐車場2台目貸出可　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,...

1-C
（1階部分）

空室

相談

2LDK

54㎡
60,000円

3,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロ
パンガス）・ガステーブル（二個口）・風呂（ユニットバ...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK13-6-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：■駐車場2台目貸出可　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,...

2-A
（2階部分）

空室

相談

2LDK

54㎡
62,000円

3,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロ
パンガス）・ガステーブル（二個口）・風呂（ユニットバ...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK13-6-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：■駐車場2台目貸出可　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,...

2-B
（2階部分）

空室

相談

2LDK

54㎡
62,000円

3,000円 1ヶ月 なし なし なし なし 2ヶ月 角部屋・２人入居可能・保証会社利用必須・給湯器（プロ
パンガス）・ガステーブル（二個口）・風呂（ユニットバ...

●駐車場：敷地内 空きあり 青空1台2,000円(税別)　●間取内訳 LDK13-6-5　●カギ：ダイヤルキー0664　●備考：■駐車場2台目貸出可　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,...

ウイング桂木
千歳市桂木４丁目13-12 ／ [ バス ]「中央バス　桂木3丁目」停徒歩3分
木造地上2階 ／ 1990年04月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

103
退去予定

相談

2LDK

45㎡
36,000円

2,000円 なし なし なし なし なし 2ヶ月 ２人入居可能・保証会社利用可能・給湯器（プロパンガス
）・風呂（ユニットバス）・トイレ（水洗）・洗面台（独...

●駐車場：敷地内 空き1台 無料駐車場付（1台） P3　●内覧：2021/03/02～　●間取内訳 LDK11.25-6-4.5　●備考：※駐車場1台無料 　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,0...

増毛町畠中北町戸建
増毛郡増毛町畠中北町3-1 ／ [ バス ]「永寿町1丁目」停徒歩3分
木造地上2階 ／ 1974年07月築
本体設備：ＵＨＦアンテナ（地デジ用）

号室名 状態・入居時期 間取・面積 賃料 共益費 敷金 保証金 礼金 償却・敷引 更新料 ★★★ 設備

戸建
空室

相談

5LDK

142.82㎡
45,000円

なし なし なし なし なし なし 1ヶ月 ペット相談・２人入居可能・高齢者入居可能・生活保護者
入居可能・給湯器（灯油）・風呂・トイレ（汲取）・洗面...

●駐車場：敷地内 空き1台 無料駐車場付　●間取内訳 LD10-K8-8-7.5-6-6-6.5　●保険：保険要加入 全管協共済会 2年契約 24,000円（更新必須）　●ハウスクリーニング：50,000円...
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