
【富山をもっと知ろう！！オススメコンテンツ】

         ディープな富山をペロリッチ探偵が調査！

        http://perorich-toyama.com/

       富山市のHPです。生活に役立つ情報あり！

       https://www.city.toyama.toyama.jp/

　　　　　　有効期限2021年3月31日まで

2021年度予定表

2/25（木）前期日程入試

2/26（金）前期日程入試

↓

3/8（月）前期日程入試

合格発表

↓

3/12（金）後期日程入試

3/13（土）後期日程入試

↓

3/21（日）後期日程入試

合格発表

↓

4/8（木）入学式

随時空室予定の

お部屋をUPしています

是非チェックしてみて

下さい！！

当社は富山大学生協

指定店です❕
入居後も安心♪

富山の事・大学周辺のことなどの情報を

投稿しています♪DMからのお問合せ
followしてくれたら何かイイことあるかも？！

まるでお部屋を内見しているかのような体験！

みんなでじっくり物件を見たい方に是非！
リクエストも可能です♪



①コタージュ五番館

②クレスト飛鳥五福6区

④ハイツT-2

家賃 25,000～29,000円
共益費 3,800円

定額清掃費 40,000円+税
礼金 １ヶ月分

水道料 2,000円

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1,000円

仲介手数料 １ヶ月分+税

ﾊﾞｽﾄｲﾚ一緒・都市ｶﾞｽ・温水洗浄便座・宅配BOX

家賃 51,000～53,000円
共益費 3,000円
ﾈｯﾄ保守管理料 1,000円

敷金
礼金

定額清掃費

１ヶ月分
１ヶ月分

１ヶ月分+税

ｵｰﾙ電化・ｵｰﾄﾛｯｸ・IHｺﾝﾛ・防犯ｶﾒﾗ・宅配BOX

③メゾンピエス
家賃 35,000～38,000円
共益費 3,800円
水道・町費 2,000円

仲介手数料 １ヶ月分+税

礼金
定額清掃費
仲介手数料

１ヶ月分
50,000円+税
１ヶ月分+税

家賃 33,000～36,000円

共益費 3,000円
水道料 3,000円
仲介手数料 １ヶ月分+税

安心入居SP

バス・トイレ別・CATV

ﾊﾞｽﾄｲﾚ別・TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・防犯ｶﾒﾗ・温水洗浄便座

⑤アイリスまこと

⑥アンジュM

⑦グランデ五福

⑧Will80

⑫Asche（ｱｯｼｭ）

⑪アクシア寺町

家賃 35,000～39,000円

家賃 41,000～43,000円

共益費 3,800円

水道・町費 2,000円

礼金 １ヶ月分
定額清掃費 50,000円+税
仲介手数料 １ヶ月分+税

ﾊﾞｽﾄｲﾚ別・TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・防犯ｶﾒﾗ・温水洗浄便座

家賃 39,000～46,000円
共益費 4,800円
町費 200円・CATV 275円

敷金
礼金

仲介手数料

2ヶ月分
1ヶ月分

１ヶ月分+税

ｵｰﾄﾛｯｸ・防犯ｶﾒﾗ・独立洗面・温水洗浄便座

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1,500円

共益費 3,800円

水道・町費 2,000円

礼金 １ヶ月分
定額清掃費 50,000円+税
仲介手数料 １ヶ月分+税
ﾊﾞｽﾄｲﾚ別・TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・

家賃 35,000～37,000円

共益費 1,000円
水道料 1,000円
町費 300円

定額清掃費 50,000円+税

仲介手数料 １ヶ月分+税

ﾊﾞｽﾄｲﾚ別・TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・温水洗浄便座・独立洗面

家賃 37,000～39,000円
共益費
水道料
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

3,000円
2,000円
1,000円

礼金
定額清掃費
仲介手数料

１ヶ月分
50,000円+税
１ヶ月分+税

家賃 40,000～43,000円
共益費
水道料

町費

4,000円
1,800円
200円

礼金 １ヶ月分
定額清掃費 50,000円+税

仲介手数料 １ヶ月分+税
ｵｰﾙ電化・ｻﾝﾙｰﾑ・防犯ｶﾒﾗ

家賃 37,000～39,000円
共益費 3,000円

定額清掃費 50,000円+税

仲介手数料 １ヶ月分+税

ﾊﾞｽﾄｲﾚ別・TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・

ﾛﾌﾄ・IHｺﾝﾛ・浴室乾燥・

温水洗浄便座

共益費
町費

3,000円
500円

家賃 46,000～54,000円

礼金 １ヶ月分

定額清掃費

仲介手数料

１ヶ月分+税

１ヶ月分+税

⑩ｾﾝﾁｭﾘｰﾊｲﾂ五福

⑨五福HILLS一番館

①

⑦

③

④

⑤

②

⑨

⑧
⑥

⑩⑪

掲載物件の他にも多数取り扱い物件がございます。ご希望の条件をお

聞かせ下さい。HPにも随時UP！ぜひcheckしてみてください。

独立洗面台・防犯ｶﾒﾗ・温水洗浄便座・宅配BOX

16,500円

独立洗面台・温水洗浄便座
保証会社加入要：初回保証料：月額総賃料50％、

月額保証料：1,000円

※ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費として退去時
55,000円あり

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1,500円

TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・追炊き・IHｺﾝﾛ・

ｻﾝﾙｰﾑ・独立洗面・脱衣所・

温水洗浄便座・室内物干し

宅配BOXあり

⑫

水道料 2,000円

独立洗面・脱衣所・TVﾌｫﾝ

ﾊﾞｽﾄｲﾚ別・ｻﾝルーム・温水洗浄便座・独立洗面



⑬アトラス8

⑭アネックス五福

⑮カレッジハウス ⑰サニークレストますだ

⑯ハイツ栄里 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾌﾟとｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟが
あります

家賃 30,000円
共益費 3,000円
水道料 1,500円
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1,000円

【ﾕﾆｯﾄ】

定額清掃費35,000円
仲介手数料１ヶ月＋税

【ｾﾊﾟﾚｰﾄ】
家賃 38,000円
共益費 3,000円
水道料 1,500円
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1,000円

定額清掃費50,000円
仲介手数料１ヶ月＋税

※ﾕﾆｯﾄﾀｲﾌﾟのお部屋には洗濯機･ｶﾞｽｺﾝﾛ有

※ｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟのお部屋にはｶﾞｽｺﾝﾛ有
防犯ｶﾒﾗ・ﾃﾞィﾝﾌﾟﾙｷｰ・収納・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ

ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ・TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・ｴｱｺﾝ

家賃 41,000～44,000円
共益費 3,000円
町費 200円

礼金 １ヶ月
定額清掃費50,000円＋税
仲介手数料１ヶ月＋税

ﾃﾞィﾝﾌﾟﾙｷｰ・TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・温水洗浄便座・独立洗面台

浴室乾燥機・ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ・ｴｱｺﾝ・ｼｭｰｽﾞBOX

家賃 27,000円
共益費 3,000円
町費 500円
水道料 2,000円

メゾネット
タイプ

定額清掃費40,000円＋税
仲介手数料１ヶ月＋税
ｼｭｰｽﾞBOX・照明・ｴｱｺﾝ・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ・収納

洗濯機・冷蔵庫

家賃 40,000～41,000円
共益費
水道料

礼金 １ヶ月
定額清掃費50,000円＋税
仲介手数料１ヶ月＋税

TVﾄﾞｱﾌｫﾝ・ｼｭｰｽﾞBOX・収納

温水洗浄便座・ｶﾞｽｺﾝﾛ・ｴｱｺﾝ

家賃 29,000～35,000円
共益費 2,000円

水道料込み！

礼金 １ヶ月
定額清掃費50,000円＋税
仲介手数料１ヶ月＋税
ﾃﾞィﾝﾌﾟﾙｷｰ・宅配BOX・防犯ｶﾒﾗ・ｴｱｺﾝ・IHｺﾝﾛ

⑬

⑭

⑮
⑰

⑯

有効期限

2021年3月31日まで

⑰

⑱

3,000円
2,000円



⑰ホームズ・イン ⑱サンハイツ
家賃 33,000～35,000円
共益費
水道・町費

定額清掃費

礼金

１ヶ月+税

１ヶ月
仲介手数料１ヶ月＋税

IHｺﾝﾛ・ｴｱｺﾝ・ﾊﾞｽﾄｲﾚ別・室内洗濯機置き場・収納
日当たり良く静かな環境です。工学部近く。

家賃 31,000～33,000円
共益費
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 1,000円

敷金 2ヶ月

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ・収納・温水暖房便座・ｴｱｺﾝ・卓上IHｺﾝﾛ
浴室乾燥・富山大学西門近く

3,000円

礼金 1ヶ月
仲介手数料１ヶ月＋税

😄他にもお店が色々あります。散策して発見してみよう！

2,000円
3,000円


