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令和３年度　住居情報（下宿）

名称　経営者

住所　電話 入退時費用 その他費用 講義開講期間 長期休暇

あじさい荘 水道料金　　 × 入居時費用 朝 昼 夜
長期休暇

（春・夏・冬） トイレ　水洗　４

八重樫下宿 ガス料金　 × １ケ月分 平　日 ○ ○ 朝夕○ 暖房器具　　　個別無料 インターネット可能

電気料金　
個別
ﾒｰﾀｰ

土曜日 ○ ○ 朝夕○ 風呂（随時） 共同　４ テレビ持込可

暖房料 個別 洗濯機 日　曜 ○ ○ 朝夕○ シャワー（随時） 共同　４ 玄関防犯カメラ設置

八重樫　昭子 その他 コイン式 祝・祭日 ○ ○ 朝夕○ 冷蔵庫２　　　個別・共同 大学までの距離徒歩３分

名寄市西４北７ １００円 その他 ベッド　　　　個別無料

０１６５４－３－２５４２ 水道料金　　 ○ １５０円 バス・トイレ

０８０－１８９４－９５２１ 洋室１０畳　（２室） ガス料金　 × 暖房器具・ベッド・冷蔵庫

ワンルーム形式 電気料金　
個別
ﾒｰﾀｰ 個別無料

暖房料 個別

あじさい荘群荘 水道料金　　 ○ 入居時費用 朝 昼 夜
長期休暇

（春・夏・冬） ガス台・流し台使用無料

八重樫下宿 洋室8.5畳～10畳　 ガス料金　 〇 1か月 洗濯機 平　日 ○ ○ 朝夕○ バス・トイレ・キッチン インターネット可能

八重樫　昭子 （１２室） 57,000 電気料金　
個別
ﾒｰﾀｰ コイン式 土曜日 ○ ○ 朝夕○ 暖房器具・ベッド・冷蔵庫 玄関防犯カメラ設置

名寄市西４北７ ワンルーム形式 暖房料 個別 １００円 日　曜 ○ ○ 朝夕○ （個別無料） 大学までの距離徒歩３分

０１６５４－３－２５４２ その他 祝・祭日 ○ ○ 朝夕○ テレビ持込可

０８０－１８９４－９５２１ その他

水道料金　　 × 入居時費用 洗濯機 朝 昼 夜 春・夏・冬 トイレ水洗３　ベッド 個別無料

ガールロッジング 洋室　６畳 49,000 ガス料金　 × １ケ月分 コイン式 平　日 ○ ○ 風呂・ｼｬﾜｰ（随時） 共同１ 女子学生限定

（10室） 電気料金　
個別
ﾒｰﾀｰ １００円 土曜日 ○ ○ 冷蔵庫 共同２ 入室女子のみ

藤井　喜弘 （クローゼット有） 雑費１ｹ月 暖房料
個別
ﾒｰﾀｰ

退去時費用 （７K用） 日　曜 テレビ･冷蔵庫（持込可） インターネット可

名寄市東１北７ ６００円 その他 なし 祝・祭日 ガス台・流し台使用無料 バス停・コンビニ近

０１６５４－３－６６６５ 中途退去時 その他 実習時お弁当あり 各室（ 絨毯･ｶｰﾃﾝ・ﾃｰﾌﾞﾙ 外壁・台所（1階2階）

０９０－３１１３－１５８４ 1か月分 ｶﾗ‐ﾎﾞｯｸｽ付・暖房器具） トイレ（ウォシュレット）リフォーム済

※こちらの情報は依頼により本学で作成した参考情報です。契約の際は記載の内容および詳細について必ず確認するようお願いします。

設備他 備考

楽しい学生生活と無事卒業を
目指します

57,000
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部屋形式規模
　下宿代
（税含）

毎月必要な費用 食事の提供

光熱費
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洋室　7.5畳
（１０室） 55,000
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令和３年度　住居情報（下宿）

名称　経営者

住所　電話 入退時費用 その他費用 講義開講期間 長期休暇

※こちらの情報は依頼により本学で作成した参考情報です。契約の際は記載の内容および詳細について必ず確認するようお願いします。

設備他 備考部屋形式規模
　下宿代
（税含）

毎月必要な費用 食事の提供

光熱費

35,650 水道料金　　
個別
ﾒｰﾀｰ

入居時費用 洗濯機 朝 昼 夜
長期休暇

（春・夏・冬） トイレ全室水洗 女子学生限定（入室女子のみ）

パレットハウス 洋室　１０畳 （食事なし） ガス料金　
個別
ﾒｰﾀｰ

ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代　 コイン式 平　日 ○ ○ 個別ユニット 冬期間大学まで送迎有

（３３室） 43450 電気料金　
個別
ﾒｰﾀｰ 24000 １００ 円 土曜日 テレビ 玄関オートロック　

（朝のみ） 暖房料
個別
ﾒｰﾀｰ

修繕用預金　　　　　　　　　　　２００００(5Kg) 日　曜 冷蔵庫・ベッドなど 防犯カメラ設備

村上　淳哉 46,970 その他 20000 300円 祝・祭日 無料レンタル WｰiFi使用無料

名寄市東４北２ （夜のみ） (7Kg) その他 長期休暇時（食事あり）の場合 館内（ALSOK)

０１６５４－２－６３３６ 51,700 退去時費用 でも、（食事なし）の料金とする ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで館内の雰囲気わ

（朝・夕） なし かります「名寄ﾊﾟﾚｯﾄﾊｳｽ」

水道料金　　 × 入居時費用 朝 昼 夜
長期休暇

（春・夏・冬） トイレ水洗(ウォシュレット) 廊下防犯カメラ付

シュアハウス ガス料金　 × 60000 無 平　日 ○ ○ ○ ○ テレビ・冷蔵庫（共同１階） 自転車修理無料（部品代別）

かまづか 貸間２階ｽﾍﾟｰｽ　 電気料金　 × （敷金＋翌月家賃） 土曜日 ○ ○ ○ ○ 各室ベッド・灯油ストーブ付 男子学生限定

６畳（押入有） 暖房料 × 日　曜 ○ ○ ○ ○ 風呂・ｼｬﾜｰ共同（随時） 

鎌塚　鉄夫 30,000 その他 × 祝・祭日 ○ ○ ○ ○ 洗濯機（随時）　　　　　

名寄市西１北４ 共同キッチン・トイレ 退去時費用 レポート提出時プリンター24

時間使用可

Wi-Fi可（無料）

6 １階LDK（16畳）の共同空間
は11月―3月頃まで24時間暖
房中、サークル帰り、アルバ
イト帰りに夜食しながらひと息
付けます。封筒、セロテープ、
爪切り等通常一般家庭に有
る物は全て揃ってます。

すべて家賃に含む ・24時間いつでも可能。ただし、後片付け
をキチンと行うこと。

０１６５４－３－３０７９
０９０ｰ８７０５ｰ５１２０

ラインID
14161kamaduka

（敷金は、退去時返
却。ただし部屋の状

態による）
・１階冷蔵庫にご飯用意、ﾚﾝｼﾞで温める

・おかずは1Fｷｯﾁﾝにある食材で自分で作る

食材・食器・洗
剤・シャンプー・
調理器具・プリン
ターインク代・灯
油・ネット料金等
共同で使用可能
な物の費用はす
べて下宿代で賄
う
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ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ・ｷｯﾁ

ﾝ付

ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ
仕様


