
2021年2月12日（金） ちゃんと23

あなたの暮らしは"ここ"にある。

賃 貸 特 集

●住所/千歳市北光5
丁目4-15 ●交通/JR千
歳線「長都」駅徒歩14
分 ●構造/木造2階建 
● 間 取り / 2 L D K
（LDK14帖、洋室6帖、洋
室6帖） ●専有面積
/54.27ｍ² ●築年月
/1996年1月 ●駐車場
/1台2,000円（空き2
台、2台目相談） ●初期
費用/退去時清掃料
35,000円（税別、ペット
飼育時礼金45,000円（税込） ●退去時費用/ストーブ分解清掃料
20,000円（税別） ●設備/ペット相談可、LPガス、シャンプード
レッサー、温水洗浄トイレ、バス・トイレ別、灯油暖房、エアコン、
シューズBOX、室内洗濯機置場、角部屋、モニタ付インターホン、
照明器具付、物置、独立洗面台 ●備考/保証会社加入  ●学区/
北陽小学校、勇舞中学校 ●入居日/即日 ●取引態様/媒介

LDK9帖

バルコニー

WIC

CL

洋室5.2帖

5.25.25.25.2万
円

1LDK1LDK
千歳市 高台1丁目

恵庭市住吉町2丁目2-1
FAX.0123-33-1886

TEL.0123-33-1001
■恵庭本社 千歳市千代田町4-9-2

FAX.0123-24-2000

TEL.0123-24-2002
■千歳店

■北海道知事 石狩（8）第4586号 ■全日本不動産協会会員

万
円

2LDK2LDK

4.54.54.54.5
千歳市 北光5丁目

5.85.85.85.8万
円

2LDK2LDK
恵庭市 福住町3丁目

5.85.85.85.8 6666
万
円

1LDK1LDK
千歳市 錦町4丁目

●広告有効期限:2021年2月28日まで

■ノースウイング 206号室■アークヒルズ高台 105号室■メゾン・ヴェール 201号室 ■Ｅ・ＳＯＲＡ 102号室
★灯油ボイラー・灯油ストーブ物件!!
★物置設置しました

★ペット3匹まで相談可！
★内装リフォーム済み！ エアコン設置予定

●住所/千歳市錦町4丁目
1838-7 ●交通/JR千歳線「千
歳」駅徒歩15分 ●構造/木造
3階建 ●間取り/1LDK（LDK9
帖、洋室5.2帖） ●専有面積
/35.6m² ●築年月/2018年3
月 ●駐車場/3,000円（税込） 
●敷金/1ヵ月 ●月額費用（税
込）/月額保証料1,224円、24
時間管理費1,000円 ●初期費
用（税込）/ＪＩＤ初回保証料
29,800円、退去時清掃料
22,000円 ●設備/家電付、インターネット利用料無料、宅配BOX、
防犯カメラ、モニタ付インターホン、オートロック、エアコン付、LPガ
ス、IHクッキングヒーター、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、温水
洗浄トイレ、バス/トイレ別、シューズBOX・ウォークインクローゼッ
ト、フローリング、室内洗濯機置場、照明器具付、電動シャッター ●
備考/家具付き＋3,000円（学生様無料） ●学区/千歳中学校・北
栄小学校 ●入居日/即時 ●取引態様/媒介

万
円

2LDK2LDK

4.84.84.84.8 5.95.95.95.9万
円

1LDK1LDK
恵庭市 黄金南3丁目 恵庭市 黄金北1丁目

■パープルガーデンA 202号室■アプリコットハウス 203号室
★日当たり良好！ バルコニーあり
★オール電化 ★システムキッチン

★ペット飼育（小型犬）可能
★駐車場２台無料！ ★日当たり良好

★対面キッチン
★ウォークインクローゼット

★家具付き物件！
★インターネット無料！

●住所/恵庭市黄金南3丁
目4-15 ●交通/JR千歳線
「恵庭」駅徒歩12分 ●構造/
木造2階建 ●契約期間/2
年間 ●住宅保険/1万円（1
年間）●間取り/1LDK（LD11
帖、K3.7帖、洋室8帖） ●専
有面積/53ｍ² ●築年月
/2004年3月 ●駐車場/1台
無料（空き1台） ●敷金/1ヵ
月 ●月額費用（税込）/共益
費1,000円、24時間管理費
1,000円 ●初期費用（税別）
/退去時室内清掃料20,000円 ●設備/オール電化、物置、フローリ
ング、照明器具付、室内洗濯機置場、シューズBOX、バス/トイレ別、
温水洗浄トイレ、シャンプードレッサー、IHクッキングヒーター、モニ
タ付インターホン、電気温水器、電気暖房、システムキッチン、カウン
ターキッチン、バルコニー ●学区/和光小学校、恵明中学校 ●入居
日/相談 ●取引態様/媒介

●住所/恵庭市黄
金北1丁目1-42 ●
交通/JR千歳線
「恵庭駅」徒歩15
分 ●構造/RC造
3階建  ●契約期
間/2年間 ●住宅
保険/1万円（1年
間 ） ● 間 取り
/2LDK（LD9.5帖、
K2.3帖、洋室6帖、
洋室6.3帖） ●専有面積/52.68ｍ² ●築年月/2000年3月 ●駐車場/2
台無料（空き2台） ●敷金/1ヵ月 ●月額費用（税込）/24時間管理費
1,000円 ●初期費用/ペット飼育時敷金59,000円（税込）、退去時室内
清掃料25,000円（税別）●退去時費用/ストーブ分解清掃料20,000円
（税別） ●設備/照明器具付、物置、室内洗濯機置場、シューズBOX、バス
/トイレ別、ガスコンロ、独立洗面台、システムキッチン、灯油暖房、ペット
相談可、保証人不要、家賃保証会社利用可、駐輪場、LPガス、バルコニー 
●学区/恵庭小学校、恵明中学校 ●入居日/即時 ●取引態様/媒介

●住所/恵庭市福住町3丁目
1-2 ●交通/JR千歳線「恵庭」
駅徒歩12分 ●構造/木造2階
建 ●契約期間/2年間 ●住宅
保険/1万円（1年間）●間取り
/2LDK（LD12帖、K3.5帖、洋
室8帖、洋室6帖） ●専有面積
/68.32ｍ² ●築年月/2004
年10月 ●駐車場/1台無料（空
き1台） ●敷金/1ヵ月  ●月額
費用（税込）/24時間管理費
1,000円、月額保証料885円 
●初期費用/退去時室内清掃
料25,000円（税別）、初回保
証料29,500円（税込）、ストー
ブ分解清掃料20,000円（税別） ●設備/物置、照明器具付、室内
洗濯機置場、バス/トイレ別、ガスコンロ、ウォークインクローゼッ
ト、システムキッチン、灯油FF暖房、LPガス ●学区/恵庭小学校、
恵明中学校 ●入居日/相談（2月末退去予定） ●取引態様/媒介

●住所/千歳市高台1丁目5-3 ●交
通/JR千歳線「千歳」駅徒歩8分 ●構
造/木造2階建 ●間取り/1LDK
（LD10帖、K3帖、洋室6帖） ●専有面
積/44.62ｍ² ●築年月/2003年7月 
●駐車場/無料（空き1台）●敷金/1ヵ
月 ●月額費用（税込）/24時間管理
費1,000円、インターネット使用料
2 ,000円 ●初期費用/清掃料
22,000円（税込） ●退去時費用/ス
トーブ分解清掃料20,000円（税別） 
●設備/LPガス、バス・トイレ別、灯油
暖房、灯油ボイラー、シューズBOX、
ブロードバンド回線（光ファイバー等
の高速インターネット）、CSアンテナ、
BSアンテナ、室内洗濯機置場、角部
屋、モニタ付インターホン1、　照明器
具付、物置、独立洗面台 ●備考/ダイヤルポスト付  ●学区/高台小
学校、末広小学校、千歳中学校 ●入居日/即日 ●取引態様/媒介

・初回保証料、賃料合計の50％（最低20,000円）
・月額保証料、賃料合計の1.5％（最低600円）

保証会社加入

1LDＫ
千歳市幸町 6.4
■アルファシティ幸町 《405号室》
●所在地/千歳市幸町5丁目1-1 ●交通/ＪＲ千歳線「千

歳」駅 徒歩8分 ●学区/北栄小学校、千歳中学校 ●構造

/鉄筋コンクリート(RC)造 ●専有面積/33.8㎡ ●築年

月/2019年2月 ●入居予定/相談 ●駐車場/有（１台

/8,800円） ●設備/シューズボックス、バス/トイレ別、

温水洗浄トイレ、独立洗面台、LPガス、エアコン、灯油暖

房、オートロック、モニター付インターホン、ペット相談

可(小型犬、猫)、家賃保証

会社利用可、二重サッシ、

全居室収納有、ガスコン

ロ、インターネット利用料

無料 ●保険/18,000円

■アルファガーデン末広 《202号室》
★インターネット利用料無料 ★オートロック付 ★インターネットWi-Fi無料 ★オートロック付

2LDＫ
恵庭市黄金北 4.5
■パレーシャル黄金Ⅱ 《102号室》
●所在地/恵庭市黄金北3丁目17-13 ●交通/ＪＲ千歳

線「恵庭」駅 徒歩12分 ●学区/恵庭小学校、恵明中学校 

●構造/木造 ●専有面積/56.1㎡ ●築年月/1991年5

月 ●入居予定/即時 ●駐車場/有（１台/無料） ●設備/

物置、メゾネット、日当たり良好、照明器具、二重サッシ、

シューズボックス、バス/トイレ別、温水洗浄トイレ、独

立洗面台、ガスコンロ、LPガス、灯油暖房、モニター付イ

ンターホン、ペット可、2

人入居相談可、シニア相

談可、家賃保証会社利用

可 ●保険/18,000円

★1F、2Fのお部屋なので、音問題を解決します★駐車場2台可 ★オートロック付 ★バルコニー付

仲介手
数料

無料 仲介手
数料

無料 礼金無
料 敷金・

礼金
無料

万円 1LDＫ
千歳市末広 6.6万円

LDK10.3帖
洋室4.6帖

LDK10.3帖
洋室5.6帖

LDK12.25帖
洋室6.75帖
和室6帖

●所在地/千歳市末広5丁目9-7 ●交通/ＪＲ千歳線

「千歳」駅 徒歩5分 ●学区/高台小学校、千歳中学校 ●

構造/鉄筋コンクリート(RC)造 ●専有面積/33.77㎡ 

●築年月/2019年3月 ●入居予定/相談 ●駐車場/有

（１台/8,800円） ●設備/シューズボックス、全居室収

納有、バス/トイレ別、温水洗浄トイレ、独立洗面台、ガス

コンロ、システムキッチン、LPガス、エアコン、灯油暖

房、オートロック、ペット相談可(小型

犬、猫)、二重サッシ、BS・CSアンテナ、

インターネット利用料無料 ●保険

/18,000円

LDK12帖
洋室5帖

万円 1LDＫ
恵庭市京町 5.3
■CIGAL京町 《201号室》
●所在地/恵庭市京町74-1 ●交通/ＪＲ千歳線「恵庭」駅 

徒歩12分 ●学区/恵庭小学校、恵明中学校 ●構造/木造 ●

専有面積/34.8㎡ ●築年月/2020年1月 ●入居予定/相

談 ●駐車場/なし ●設備/駐輪場、角部屋、二重サッシ、

シューズボックス、バス/トイレ別、温水洗浄トイレ、独立洗

面台、ガスコンロ、LPガス、エアコン、灯油暖房、24時間換

気システム、オートロック、宅配ボックス、インターネット利

用料無料、BS・CSアンテナ、ペッ

ト相談可(小型犬、猫)、2人入居相

談可、シニア相談可、家賃保証会社

利用可、照明器具、モニター付イン

ターホン ●保険/18,000円

万円

有効期限：2021年2月末日まで

千歳市春日町1丁目 新築RCマンション
３月下旬より入居可能 1LDK

5.35.3賃
料

万
円

～

★オートロック、エレベーター、宅配ボックス、防犯カメラで充実した
セキュリティ ★インターネット無料

入居者募集開始
※詳細については、弊社までお問合せ下さい。

万円

千歳市日の出 3LDK

5.25.2賃
料

★数少ない3LDK

サンライズコートⅤ

所在地：千歳市日の出2丁目2-7
専有面積：59.62㎡
築年月：1993年8月

万円

千歳市住吉 2LDK

5.65.6賃
料

★駐車2台可

メゾンドクレセールⅡ

所在地：千歳市住吉3丁目12-31
専有面積：55.48㎡
築年月：2002年8月

万円

千歳市信濃 2LDK

5.65.6賃
料

★ペット可

MS25

所在地：千歳市信濃2丁目5-13
専有面積：57.34㎡
築年月：1999年3月

万円

千歳市清流 2LDK

5.65.6賃
料

★ペット可

リバーサイド清流

所在地：千歳市清流1丁目7-7
専有面積：70.36㎡
築年月：2001年2月

■全日本不動産協会会員  ■北海道知事 石狩（4）第6678号 

検索（株）アイワ不動産千歳市東郊1丁目5番3号 E-Mail  aiwa@mbh.nifty.com　http://aiwa-f.cbiz.co.jp/
TEL.23-3959センチュリー21  アイワ不動産 ［広告有効期限］2021年3月15日まで HPは

こちら売買売買 賃貸賃貸 管理管理

仲介料無料

仲介料無料

仲介料無料

仲介料無料

FAX（0123）23-6999TEL（0123）23-8999千歳市末広5丁目2番2号（千歳駅東口）
http://www.paltown.co.jp検索（株）パルタウン chitose@paltown.co.jp■北海道知事登録 石狩（5）第6454号　■(社)北海道宅地建物取引業協会会員　

■(社)全国宅地建物取引業保証協会会員
■北海道知事登録 石狩（5）第6454号　■(社)北海道宅地建物取引業協会会員　
■(社)全国宅地建物取引業保証協会会員

一人一人に100%の満足を 【営業時間】平日/9:00～18:00  
　　　　　   祝日/9:00～15:00
　　　　　   休日/日曜日 
■広告有効期限　2021年3月31日

千歳市富士2丁目1DK1DK1DK1DK

●所在/千歳市住吉3丁目14-21 ●交通/千歳相互バス｢青葉中学校前｣停徒歩2分 ●構造/
木造2階建 ●間取り/1LDK(LD8帖、K3帖、洋室6帖) ●専有面積/41.4㎡(12.52坪) ●
築年月/2001年3月 ●駐車場/有 ●敷金/1ヶ月 ●入居日/相談 ●設備/プロパンガス、灯
油暖房、ガス給湯器、独立洗面台、照明器具、物置 ●契約期間/2年間 ●取引態様/仲介

ウインズ住吉 102号室 リヴァ・ストーン 103号室
千歳市住吉3丁目1LDK1LDK1LDK1LDK

●所在/千歳市末広3丁目6-11 ●交通/JR「千歳」駅徒歩9分 ●構造/木造2階建 ●間取り/1LDK
(LDK11.3帖、洋室6帖) ●専有面積/38.09㎡(11.52坪) ●築年月/2002年3月 ●駐車場/無 ●敷
金/1ヶ月 ●入居日/相談 ●設備/プロパンガス、灯油暖房、ガス給湯器、シャンプードレッサー、照明
器具、物置、BS・CSアンテナ ●契約期間/2年間 ●取引態様/仲介

千歳市末広3丁目1LDK1LDK1LDK1LDK

●所在/千歳市富士2丁目8-13 ●交通/中央バス｢信濃小学校前｣停徒歩5分 ●構造/木造2
階建 ●間取り/1DK(DK9帖、洋室9帖) ●専有面積/39.74㎡(12.02坪) ●築年月/1995
年7月 ●駐車場/有 ●敷金/1ヶ月 ●入居日/相談 ●設備/プロパンガス、独立洗面台、物置、
照明器具、ペット相談可、バス/トイレ別、灯油暖房 ●契約期間/2年間 ●取引態様/仲介

●所在/千歳市豊里3丁目6-20 ●交通/千歳相互バス｢青葉中学校前｣停徒歩4分 ●構造/木造2
階建 ●間取り/2LDK(LDK10.5帖、洋室6.5帖、洋室6帖) ●専有面積/50.46㎡(15.26坪) 
●築年月/1998年3月 ●駐車場/有 ●敷金/1ヶ月 ●入居日/相談 ●設備/プロパンガス、灯油
暖房、ガス給湯器、独立洗面台、BSアンテナ、暖房便座 ●契約期間/2年間 ●取引態様/仲介

●所在/恵庭市黄金中央2丁目3-1 ●交通/JR千歳線｢恵庭｣駅徒歩4分 ●構造/RC4階建 ●間取り/1LDK(LDK10.6
帖、洋室5.5帖) ●専有面積/40.11㎡(12.13坪) ●築年月/2017年10月 ●駐車場/無 ●敷金/1ヶ月 ●共益費
/3,000円 ●町内会費/300円 ●入居日/相談 ●設備/独立洗面台、プロパンガス、シューズボックス、オートロック、
TVインターホン、ガス暖房、バルコニー、照明器具、インターネット無料 ●契約期間/2年間 ●取引態様/仲介

恵庭市黄金中央2丁目1LDK1LDK1LDK1LDK

●所在/千歳市桂木1丁目1-13 ●交通/中央バス｢桂木1丁目｣駅徒歩1分 ●構造/RC3階建 ●間取り
/2LDK(LD12.9帖、K2.5帖、洋室6帖、洋室6帖) ●専有面積/58.8㎡(17.78坪) ●築年月/2007年
1月 ●駐車場/有/月4,400円（2台目2,200円） ●敷金/1ヶ月 ●共益費/3,000円 ●入居日/相談 ●設備/灯油暖房、灯油ボイ
ラー、シャンプードレッサー、照明器具、物置、TVインターホン、駐輪場、IHヒーター、エアコン ●契約期間/2年間 ●取引態様/仲介

コーポ富士 102号室

※図面と相違する場合は、現況を優先します。
3.8
賃料

万円
※図面と相違する場合は、現況を優先します。
4.5
賃料

万円
※図面と相違する場合は、現況を優先します。
4.5
賃料

万円

※図面と相違する場合は、現況を優先します。
4.5
賃料

万円
※図面と相違する場合は、現況を優先します。
5.3
賃料

万円 5.5
賃料

千歳市豊里3丁目2LDK2LDK2LDK2LDK
メゾンドプリエール F号室 グラン･エスポワール 203号室 ランピード桂木弐番館 303号室

千歳市桂木1丁目2LDK2LDK2LDK2LDK

万円
※図面と相違する場合は、現況を優先します。
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