
契約時必要費用
　

【契約者・入居者】 　【連帯保証人】
・ 住民票(本籍記載)　・　顔写真 ・住民票(本籍記載) 冷蔵庫・ＴＶ・照明・ガスコンロ・ 駐車場使用の場合は車検証写し ・印鑑証明証
・ 法人の場合は会社概要 月/4.320円でレンタルしています。（入居時　クリーニング代10.800円）

※その他条件により追加書類が出る場合があります。

月/1.080円で洗濯機のリースもあります。
契約時必要費用

間取図はホームページからご覧になれます。・ クリーニング代 １R～１LDK 　２０，０００円（税抜）
２DK～２LDK 　２５，０００円（税抜） http://www.suc-ceed.co.jp/３DK～ 　３０，０００円（税抜）～

・ FF分解清掃料 １R～２LDK 　２０，０００円（税抜）～（退去時払い相談可） ※ ホームページの左下に業者様ご案内から入って認証してください。
・ ボイラー分解清掃(灯油の場合) 　２５，０００円（税抜）～
・ 全管協共済会 　１６，０００円（税込）～
・ 敷金・前家賃・町内会費（物件資料参照） 更新手数料

家賃・入居日など諸条件　ご相談下さい！5.000～10.000円税抜（2年毎）

＊ 保証人の内容が弱い方は保証会社利用にて相談可
保険料がお客様の選択システムに変更になりました！・全保連㈱ ・ほっと保証㈱

初回保証料 初回保証料
初回のみ 月額賃料等の80％ 保証人有 月額賃料等の60％ 家賃スライド開始・非対応物件も随時お問合せ下さい！

空室情報送付のご案内
家具・家電レンタルも行っています。

ＮＥＷＳ！

2018/01/15 � /�1 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



毎年更新 月額賃料等の50％ 保証人無 月額賃料等の80％ 家賃スライド開始・非対応物件も随時お問合せ下さい！
＊賃料が4万円未満の場合は最低保証料あり

＊契約受付は、月曜～金曜日（祝・祭日を除く）の午前10時から午後5時までです。

2018/01/15 � /�2 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



車庫②
8.400円

2018/01/15 � /�3 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�4 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



306

2018/01/15 � /�5 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



更新日 2018.1.15

冷蔵庫・ＴＶ・照明・ガスコンロ

月/4.320円でレンタルしています。（入居時　クリーニング代10.800円）

月/1.080円で洗濯機のリースもあります。

間取図はホームページからご覧になれます。

http://www.suc-ceed.co.jp/ パスワード　　　　　　　　　　　　　

半角で１３２３

家賃・入居日など諸条件　ご相談下さい！

保険料がお客様の選択システムに変更になりました！

家賃スライド開始・非対応物件も随時お問合せ下さい！

空室情報送付のご案内
家具・家電レンタルも行っています。

ＮＥＷＳ！

2018/01/15 � /�6 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



家賃スライド開始・非対応物件も随時お問合せ下さい！

2018/01/15 � /�7 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�8 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�9 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�10 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
中央区 ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　          　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼

ＫＯＫＯＭＯ南８条 申込 102 即入 8.7×5.5×2.2Ｋ 46,000 3,000 無 町内会費 1
中） 南８条西１５丁目３番１１号 300/月
市電 西線9条 徒歩 1 分 24ｈ管理費

RC　4F 申込･お問合せは 700/月
築/ 2014 サクシード　２１０-１３２３

サンプラーザ札幌     811 即入 4×7 40,000 5,000 満車 トランクルーム 1
中） 南４条西８丁目２番 411 2/中 4×7 38,000 5,000 1.080/月
SW すすきの 徒歩 7 分 704 内装中 15.5×6 46,000 5,000

SRC　10F 申込･お問合せは 605 １/末 15.5×6 46,000 5,000
築/ 1987 サクシード　２１０-１３２３ 403 １/末 15.5×6 45,000 5,000

ＤＯ　ＣＬＡＳＵＫＡ 201 即入 9×6.2 53,000 3,500 屋外 町内会費 1
中） 南４条西２１丁目１番１７号 ② 300/月
SW 西18丁目 徒歩 7 分 12.960円 24ｈ管理費

RC　4F 申込･お問合せは 700/月
築/ 2004 サクシード　２１０-１３２３

ＫＯＫＯＭＯ北６条 申込 205 内装中 6×6×2Ｋ 42,000 1,500 満車 町内会費 1
中） 北６条西１１丁目２３番３号 300/月
SW 桑園 徒歩 7 分 24ｈ管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 700/月

築/ 2003 サクシード　２１０-１３２３
ＫＯＫＯＭＯ南１１条 201 内装中 10.5×5 49,000 ○ 1,500 満車 町内会費 1 ペ1

中） 南１１条西１２丁目２ー３３－２ 300/月
市電 西線11条 徒歩 3 分 24ｈ管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 700/月

築/ 2005 サクシード　２１０-１３２３
宮の森３１０マンション 101 即入 8×3×3Ｋ 32,000 ○ 2,000 屋外 24ｈ管理費 1

中） 宮の森３条１０丁目１番２７号 ③ 700/月
SW 西28丁目 徒歩 13 分 10.800円

RC　4F 申込･お問合せは 12/末
築/ 1996 サクシード　２１０-１３２３

月極情報
物件名 住所 名前 ＴＥＬ

メゾンオーラ旭ヶ丘Ａ棟 南12条西23丁目（建物斜め向かい） スミタス 622-3130
南11条西23丁目4 ㈱東日本ハウジング 823-3000

2018/01/15 � /�1 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�2 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�3 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



306

2018/01/15 � /�4 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　          　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
都市ガス ガスＦＦ シャンドレ 浴室ＴＶ 2オートロック Ｊ－ＣＯＭ ＢＳ Ｂフレッツ

ＴＮモニターホン

鍵 ＡＬ呼5963　部屋開放
重油個別検針（給湯・暖房） 洗面台 ＩＨコンロ 2照明器具 個別重油 オートロック エレベーター
バルコニー一部 ＊クリーニング代　27.000円
＊　【大通】駅　徒歩　10分 　マンションタイプ２利用可
鍵 当社

都市ガス 灯油ＦＦ シャンドレ オートロック 2バルコニー ＲＨ Ｊ－ＣＯＭインマイルーム
Ｂフレッツ

鍵 ＡＬ呼4351　部屋開放
灯油ＦＦ シャンドレ フローリング Ｊ－ＣＯＭ 2

鍵 ドアジョイナー　1323
相談可 灯油ＦＦ シャンドレＴＶインターホン浴室乾燥機 2小型犬 フローリング 浴室ＴＶ 間接照明 オートロック
1匹のみ Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ

＊ペット飼育の場合別途　ペット消臭料16.200円
鍵 ドアジョイナー　1323

灯油ＦＦ シャンドレ 対面キッチン ＪーＣＯＭ 2Ｂフレッツ

＊敷無の場合は広告料減額
鍵 ドアジョイナー　1323

２

2018/01/15 � /�5 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�6 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�7 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�8 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
東区 ＴＥＬ　210-1323　　　　         　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　 　    　　　　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷

メゾンド・シン 205 即入 5.5×4.5 40,000 〇 無 車庫① 町内会費 1
東） 北２４条東１７丁目２番２１号 305 即入 5.5×4.5 40,000 〇 無 10.800円 300/月
SW 元町 徒歩 3 分 屋外
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 6.480円

築/ 2004 サクシード　２１０-１３２３ 家賃値下げしました！ 小型車限定
メゾンド・リョウ 201 即入 6×6×2Ｋ 40,000 ○ 無 満車 町内会費 1

東） 北３５条東１２丁目１番１７号 301 即入 6×6×2Ｋ 42,000 〇 無 300/月
SW 新道東 徒歩 7 分
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 2001 サクシード　２１０-１３２３
コンフォートＮ４８ 205 即入 9×6 30,000 〇 無 共同車庫 町内会費 1

東） 北４８条東１０丁目３番１０号 ④ 300/月
SW 栄町 徒歩 12 分 3.000円
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 1991 サクシード　２１０-１３２３
エクセレント３４ 申込 903 即入 10.2Ｒ 44,000 無 無 ガスリース 1

東） 北３４条東１４丁目２番１号 申込 502 即入 6.5×4.8 44,000 無 500/月
SW 新道東 徒歩 2 分 水道基本

RC　9F 申込･お問合せは 2.200/月
築/ 1998 サクシード　２１０-１３２３

ミスブランニューディ 201 即入 8×4.5 39,000 3,000 屋外 町内会費 1
東） 北９条東１０丁目１番１４号 403 即入 9×6 41,000 3,000 ③ 300/月
SW 東区役所 徒歩 8 分 8.640円 24h管理費

RC　4F 申込･お問合せは 700/月
築/ 1991 サクシード　２１０-１３２３

ベリーフィールド 103 即入 6×4.5×2.5Ｋ 41,000 無 車庫 町内会費 1
東） 北１０条東１５丁目１番１１号 ②・⑥ 300/月
SW 環状通東 徒歩 7 分 10.800円 24h管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは ⑥バイ 700/月

築/ 2004 サクシード　２１０-１３２３ ク専用
Ｎ３２フラット 101 即入 2ＬＤＫ 60,000 3,000屋外②、④ 町内会費 1

東） 北３２条東１７丁目３番３号 102 即入 2ＬＤＫ 60,000 3,000 5.400円 300/月
SW 新道東 徒歩 5 分 15×6×5.3 24h管理費

RC　3F 申込･お問合せは 700/月
築/ 2004 サクシード　２１０-１３２３

マイステージ北極星 申込 103 即入 4.5×6 33,000 〇 無 満車 町内会費 1
東） 　北９条東１２丁目１番６号 300/月
SW 東区役所前 徒歩 9 分 24h管理費

2018/01/15 � /�1 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



S　3Ｆ 申込･お問合せは 700/月
築/ 1990 サクシード　２１０-１３２３

フラリッシュⅡ 102 即入 3ＬＤＫ 46,000 〇 2,000 屋外 24ｈ管理費 1
東） 　北４８条東１６丁目２番７号 7.5×6×4.5×4.5×3Ｋ ①・②・④ 700/月
SW 栄町 徒歩 8 分 6.480円

S　3Ｆ 申込･お問合せは
築/ 1990 サクシード　２１０-１３２３

                                                 空室情報 ㈱サクシード　　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
東区 ＴＥＬ　210-1323　　　　         　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　 　    　　　　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷

ネーブルハイム 203 内装中 10×6×2.5Ｋ 51,000 無 車庫⑥ 町内会費 1
東） 北４０条東１７丁目２番４０号 10.800円 300/月
SW 栄町 徒歩 3 分
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 2005 サクシード　２１０-１３２３
グラディート９-９ 205 内装中 6×4.5×2Ｋ 43,000 無 個別車庫 町内会費 1

東） 　北９条東９丁目２番３０号 ① 300/月
SW 東区役所前 徒歩 6 分 10.800円 24h管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 700/月

築/ 2002 サクシード　２１０-１３２３
第４豊田マンション 103 内装中 8.5×6×4.5 36,000 無 24ｈ管理費 1

東） 伏古４条３丁目１番１３号 700/月
BUS 伏古5-4 徒歩 2 分

木造 申込･お問合せは
築/ 1979 サクシード　２１０-１３２３

2018/01/15 � /�2 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�3 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　　　         　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　 　    　　　　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
3/1～ 灯油ＦＦ ＴＶモニターホン 物置 ＪーＣＯＭ 2新入学生 Ｂフレッツ ＢＳ
新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 灯油ＦＦ シャンドレ フローリング ＴＲ 2新入学生 駐輪場 Ｊ－ＣＯＭ ＢＳ
新社会人

鍵 3F 手摺りｷｰBOX 1323
ペ1 相談可 3/1～ 灯油ＦＦ フローリング 出窓 Ｂフレッツ 2.5小型犬・猫 新入学生

1匹のみ 新社会人
初期費用 ＊敷金無の場合はペット飼育不可
全額入金 鍵 ドアジョイナー　1323

都市ガス ガスＦＦ シャンドレ システムＫ 3オートロック エレベーター 宅配ＢＯＸ 駐輪場
Ｂフレッツ

鍵 ビッグ　栄町店　782-4141
3/1～ 灯油ＦＦ シャンドレ 照明 ＪーＣＯＭ 2新入学生 Ｂフレッツ
新社会人

＊水道代　2.800円/月
鍵 ドアジョイナー　1323

3/1～ 灯油ＦＦ シャンドレ フローリングＴＶインターホン 2新入学生 Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ
新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ボイラー 灯油ＦＦ 物置 ＲＨ 2Ｂフレッツ

＊ＲＨは雪の状態での入切りになります
鍵 ドアジョイナー　1323

ペ1 相談可 3/1～ 都市ガス ガスＦＦ バルコニー Ｊ－ＣＯＭ 2小型犬・猫 新入学生 Ｂフレッツ
1匹のみ 新社会人 .

2018/01/15 � /�4 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ（リビングのみ） ガスＦＦ Ｂフレッツ 2 3万円

※敷無の場合、担当謝礼無

鍵 ドアジョイナー　1323

㈱サクシード　　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　　　         　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　 　    　　　　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
灯油ＦＦ シャンドレ フローリング 浴室乾燥機 2ＴＶインターホンＪ－ＣＯＭ Ｂフレッツ ＢＳ

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ シャンドレＴＶインターホンフローリング

2Ｂフレッツ Ｊ－ＣＯＭインマイルーム

＊101　確約書あり（結露対策）
鍵 ドアジョイナー　1323
瞬湯 灯油ストーブ 灯油タンク

3
3万円

鍵 ドアジョイナー　1323

2018/01/15 � /�5 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�6 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
北区 ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　           　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼

ビッグバーンズマンション新琴似 301 内装中 2ＬＤＫ 50,000 2,000 屋外 24ｈ管理費 1
北） 新琴似１１条９丁目９番３号 401 内装中 2ＬＤＫ 44,000 2,000 ⑦ 700/月
BUS 新琴似12-10 徒歩 1 分 7.2×6×6×2.5Ｋ 8.640円

RC　4F 申込･お問合せは
築/ 1990 サクシード　２１０-１３２３

ノースティ２７ 申込 203 即入 2ＬＤＫ 48,000 無 屋外 24ｈ管理費 1 ペ1
北） 北２７条西１４丁目３番１７号 10.5×6×6×3Ｋ ⑤ 700/月
JR 新川 徒歩 5 分 6.480円

木造 申込･お問合せは
築/ 1987 サクシード　２１０-１３２３

グラディート３２ 105 即入 7×4.5×2Ｋ 43,000 無 個別車庫 町内会費
北） 北３２条西２丁目２番２１号 ①・③ 300/月
SW 北34条 徒歩 2 分 10.800円 24ｈ管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 700/月

築/ 2004 サクシード　２１０-１３２３

その他 ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　           　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼

BUS 徒歩 分
申込･お問合せは

築/ サクシード　２１０-１３２３

余市町
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼
かぎろひ 101 即入 2ＬＤＫ 61,000 無 屋外 1

余市郡余市町黒川町１８丁目１０番３号 16×6×6 2台込
BUS） 神社前 徒歩 5 分

木造　 申込･お問合せは
築/ 2003 サクシード　２１０-１３２３

申

2018/01/15 � /�1 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�2 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�3 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�4 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　           　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
灯油ＦＦ シャンドレ 物置 駐輪場 2Ｂフレッツ

鍵 ドアジョイナー　1323
小型犬 灯油ＦＦ 洗面台 融雪槽 Ｂフレッツ 2 3万円
1匹のみ

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ シャンドレＴＶインターホンフローリング 2物置 駐輪場 Ｂフレッツ Ｊ－ＣＯＭ

鍵 ドアジョイナー　1323

ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　           　　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼

鍵

ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
灯油ボイラー 灯油ＦＦ 物置 2 3万円

鍵 キーＢＯＸ　1323

１ ヶ月２万

１ ヶ月２万

１ ヶ月２万

2018/01/15 � /�5 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�6 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�7 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�8 8 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
西区 ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　　         　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷

マンションニュー緑台Ａ棟（分譲リース） 103 即入 3ＬＤＫ 78,000 無管理事務所 1
西） 二十四軒３条７丁目４番３２号 16×8×6×5.3 直接確認
SW 二十四軒 徒歩 8 分 641-4390
ＳＲＣ　10Ｆ 申込･お問合せは

築/ 1974 サクシード　２１０-１３２３ 新規募集になりました！
ビッグスリーハイツ宮の沢 105 即入 9×6 30,000 ○ 無 共同車庫 24ｈ管理費 1

西） 宮の沢４条４丁目８番１１号 202 即入 7×6 30,000 ○ 無 5.400円 700/月
BUS 宮の沢3-4 徒歩 2 分 屋外①・③
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 申込日より1か月家賃フリーレント！

築/ 1990 サクシード　２１０-１３２３ 保険料のみで入居可能です！
アウル西野 202 即入 2ＬＤＫ 61,000 1,000 屋外 24ｈ管理費 1

西） 西野１条６丁目１番６号 201 1/末 2ＬＤＫ 61,000 1,000 ①・③ 700/月
SW 発寒南 徒歩 12 分 10×7.5×6×4Ｋ 6.480円
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 車庫④

築/ 2007 サクシード　２１０-１３２３ 家賃値下げしました！ 10,800 
ＫＯＫＯＭＯ発寒 105 即入 2ＬＤＫ 60,000 3,500 満車 町内会費 1

西） 発寒３条２丁目７番５号 400/月
SW 発寒南 徒歩 8 分 11.8×6×6×4Ｋ 24ｈ管理費

RC　4F 申込･お問合せは 700/月
築/ 2015 サクシード　２１０-１３２３

ジプソフィラ山の手 申込 201 内装中 11×6.5×6×3Ｋ 65,000 3,000 屋外 町内会費 1
西） 山の手４条７丁目１番１号 ⑤ 200/月
SW 琴似 徒歩 15 分 8.640円 24ｈ管理費

木造 申込･お問合せは 700/月
築/ 2014 サクシード　２１０-１３２３

丸光ハイツ 202 内装中 2ＬＤＫ 43,000 〇 無 共同車庫 24ｈ管理費 1
西） 発寒３条３丁目５番３７号 11×6×6 5,400円 700/月
SW 発寒南 徒歩 7 分 車+ﾊﾞｲｸ
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 可

築/ 1984 サクシード　２１０-１３２３ 生活保護・高齢者入居可能！
シティハイム小川 B-1 内装中 10×3.5Ｋ 35,000 1,000 倉庫+車庫 24ｈ管理費 1

西） 二十四軒１条６丁目９番２１号 B-2 即入 10×3.5K 35,000 1,000 19.440円 700/月
SW 二十四軒 徒歩 3 分 鍵は当社

S　3F 申込･お問合せは
築/ 1990 サクシード　２１０-１３２３ 家賃値下げしました。広告料増額！

コーポアーバン 1 即入 8×6 29,000 無 屋外1台 24ｈ管理費 1
西） 西野８条６丁目１０番１６号 3240円 700/月
BUS 西野8-7 徒歩 2 分

申

申申

申

2018/01/15 � /�1 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



木造 申込･お問合せは
築/ 1982 サクシード　２１０-１３２３

月極情報
物件名 住所 名前 ＴＥＬ

                                                 空室情報 ㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
手稲区 ＴＥＬ　210-1323　　　            　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　              　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷

コンフォートＴ１７　Ｃ棟 106 即入 7.5×6×2Ｋ 36,000 ○ 無車庫①・③町内会費 1
手） 稲穂１条７丁目１番１２号 8.000円 300/月
ＪＲ 星置 徒歩 4 分 共同車庫
木・一部RC造 申込･お問合せは ⑤⑦⑧⑨

築/ 1992 サクシード　２１０-１３２３ 4.000円
コンフォートＴ１７　Ｄ棟 105 即入 7.5×6×2Ｋ 36,000 ○ 無 屋外 町内会費 1

手） 稲穂１条７丁目１番１０号 202 即入 7.5×6×2Ｋ 36,000 ○ 無 ⑨・⑩ 300/月
ＪＲ 星置 徒歩 4 分 205 1/末 7.5×6×3Ｋ 36,000 ○ 無 5.000円
木・一部RC造 申込･お問合せは 車庫①・④

築/ 1992 サクシード　２１０-１３２３ 8.000円
ＫＯＫＯＭＯ手稲 101 3/末 2ＬＤＫ 63,000 3,000 屋外 24ｈ管理費 1

手） 前田１条１０丁目３番６号 10.3×5×6×2.3Ｋ ③ 700/月
JR 手稲 徒歩 2 分 10.800円

RC　4F 申込･お問合せは
築/ 2014 サクシード　２１０-１３２３

2018/01/15 � /�2 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
南区 ＴＥＬ　210-1323　　            　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　             　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷

パークハイム藤野 202 内装中 12×6×6 42,000 無 屋外 1
南） 藤野３条１０丁目１番１号 5.400円
BUS 藤野3-8 徒歩 3 分 車庫証明

ＲＣ　3Ｆ 申込･お問合せは 発行不可
築/ 1988 サクシード　２１０-１３２３

プレシャス弐番館 申込 202 即入 10.5×6.2×3Ｋ 45,000 ○ 1,200 車庫 町内会費 1
南） 澄川２条３丁目８番１０号 203 即入 10.5×6.2×3Ｋ 45,000 ○ 1,200 ⑥ 300/月
SW 澄川 徒歩 7 分 210 即入 8.2×6.2×3.8Ｋ 45,000 ○ 1,200 12.960円 24ｈ管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 700/月

築/ 2003 サクシード　２１０-１３２３
プレシャス参番館 203 内装中 10.5×6.2×3Ｋ 47,000 1,200 車庫⑧ 町内会費 1

南） 澄川２条３丁目８番１４号 10.800円 300/月
SW 澄川 徒歩 7 分 屋外⑨ 24ｈ管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 8.640円 700/月

築/ 2003 サクシード　２１０-１３２３
ＲＳ澄川 申込 101 3/末 8.5×2Ｋ 33,000 1,500 個別車庫 町内会費 1

南） 澄川６条３丁目１番１２号 11.880円 300/月
SW 澄川 徒歩 9 分
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 2007 サクシード　２１０-１３２３
ハイツ真駒内 201 即入 2ＬＤＫ 54,000 無 無 1

南） 真駒内泉町２丁目２番２０号 12.5×6×6
SW 真駒内 徒歩 10 分

ＲＣ　3Ｆ 申込･お問合せは
築/ 1980 サクシード　２１０-１３２３

Ｓ・Ｓ　ＢＬＤⅡ 201 内装中 9.4Ｒ 21,000 2,000 無 備考欄 1

申

申

2018/01/15 � /�3 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



南） 澄川４条３丁目８番３２号 301 内装中 9.4Ｒ 21,000 2,000 参照
SW 澄川 徒歩 3 分 401 即入 9.4Ｒ 21,000 2,000

S　4Ｆ 申込･お問合せは
築/ 1982 サクシード　２１０-１３２３

第２近マンション 1F-2 内装中 6×4.5 28,000 無 屋外 24ｈ管理費 1
南） 澄川６条４丁目８番１２号 1F-3 即入 6×4.5 28,000 無 5.400円 700/月
SW 澄川 徒歩 13 分 2F-6 内装中 6×4.5 28,000 無
木造　２Ｆ 申込･お問合せは

築/ 1980 サクシード　２１０-１３２３ 家賃大幅値下げしました！
アルボドーモ 101 即入 8Ｒ 23,000 ○ 無 無 24ｈ管理費 1

南） 澄川５条７丁目４番３７号 105 即入 8Ｒ 23,000 ○ 無 700/月
BUS 澄川団地 徒歩 6 分 201 内装中 8Ｒ 23,000 ○ 無

木造　２Ｆ 申込･お問合せは 202 内装中 8Ｒ 23,000 ○ 無
築/ 1992 サクシード　２１０-１３２３

コーポあずみ 205 即入 8×6×4.5 36,000 ○ 無 屋外 24ｈ管理費 1
南） 澄川６条４丁目３番２６号 6,480円 700/月
SW 澄川 徒歩 12 分
木造　２Ｆ 申込･お問合せは

築/ 1981 サクシード　２１０-１３２３ 広告料増額しました。生活保護など諸条件相談可
シティＮｏ１５ 101 内装中 8×2Ｋ 20,000 ○ 3,000 無 町内会費 1

南） 澄川４条２丁目９番１７号 406 内装中 8×2K 20,000 ○ 3,000 200/月
SW 澄川 徒歩 3 分 24ｈ管理費

RC　4Ｆ 申込･お問合せは 700/月
築/ 1987 サクシード　２１０-１３２３

2018/01/15 � /�4 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�5 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　　          　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　　         　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
電気温水器 電気ストーブ 都市ガス バルコニー 2エレベーター

鍵 当社
灯油ＦＦ 洗濯排水口 出窓 ＪーＣＯＭ 3Ｂフレッツ

＊敷無の場合は広告料減額
＊ハウスクリーニング代退去時払相談可能
鍵 ドアジョイナー　1323

灯油ＦＦ シャンドレ 浴室乾燥機 フローリング 2ＴＶインターホン ＢＳ Ｂフレッツ ロードＨ

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ シャンドレ 浴室ＴＶ オートロック 1 3万円
駐輪場

＊ＪＲ【琴似】　徒歩11分・ＪＲ【発寒中央】　徒歩8分
鍵 ＡＬ　呼5963　部屋開放

都市ガス ガスＦＦ システムＫ シャンドレ 1ＴＶインターホントランクルーム Ｊ－ＣＯＭ

鍵 入居中
ペ1 相談可 灯油ストーブ 下駄箱 物置 2小型犬・猫 ※　前家賃・保険料のみで入居可能！

１匹のみ 90リットルタンクから個別メーターに切り替え！

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ 洗濯排水口 Ｊ－ＣＯＭ 3

鍵 ドアジョイナー　1323
瞬湯 浴・ＷＣ一緒 灯油配管 洗濯排水口 3 3万円

2018/01/15 � /�6 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



鍵 ドアジョイナー　1323

㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　　            　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　              　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
ペ1 相談可 3/1～ 灯油ＦＦ フローリング 照明 Ｂフレッツ 2新入学生

新社会人
初期費用 ＊敷金無の場合はペット飼育不可
全額入金 鍵 ドアジョイナー　1323

ペ1 相談可 3/1～ 灯油ＦＦ フローリング 照明 Ｂフレッツ 2新入学生
新社会人
初期費用 ＊敷金無の場合はペット飼育不可
全額入金 鍵 ドアジョイナー　1323

都市ガス ガスＦＦ シャンドレ 浴室ＴＶ 2オートロック バルコニー 駐輪場

＊給湯器リース　約1.000円/月　ガス会社直接支払い
鍵 入居中

2018/01/15 � /�7 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　            　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　             　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
ペ1 相談可 灯油ＦＦ 洗面台 バルコニー 3小型犬

1匹のみ

鍵 ドアジョイナー　1323
ペ1 相談可 2/1～　3ＢＫ 灯油ＦＦ シャンドレ フローリングＴＶモニターホン 3 3万円

猫・小型犬3/1～　2ＢＫＪーＣＯＭ Ｂフレッツ
1匹のみ 新入学生
家賃 新社会人 ＊敷金無の場合はペット飼育不可

2.000円ＵＰ 鍵 ドアジョイナー　1323
ペ1 相談可 灯油ＦＦ シャンドレ フローリングＴＶモニターホン 3 3万円

小型犬 ＪーＣＯＭ Ｂフレッツ
1匹のみ
家賃

2.000円ＵＰ 鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ フローリングＴＶインターホン浴室乾燥機 2Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ ＴＲ 駐輪場

鍵 入居中
都市ガス 灯油ボイラー 灯油ＦＦ システムＫ 1バルコニー

鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 瞬湯 浴・ＷＣ一緒 灯油ＦＦ 3
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新入学生 3
新社会人

＊町内会費　200円・24h管理費　700円・水道代　2.500円
鍵 ドアジョイナー　1323
瞬湯 都市ガス 浴・ＷＣ一緒 灯油タンク 3 3万円

Ｂフレッツ

鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 灯油ＦＦ 冷蔵庫 洗濯機 Ｊ－ＣＯＭ 3新入学生 Ｂフレッツ
新社会人

冷蔵庫・洗濯機　無料貸出します！
鍵 101　キーＢＯＸ1323

灯油ＦＦ Ｂフレッツ 物置 ウォシュレット 3 3万円
照明

※　敷金無の場合、担謝礼無し
鍵 ドアジョイナー　1323

3/1～ 電気コンロ 浴・ＷＣ一緒 ガスＦＦ オートロック 3新入学生 Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ
新社会人

※　水道代　2,500/月
鍵 AL呼2929  部屋解放
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                                                 空室情報 ㈱サクシード　   　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
豊平区 ＴＥＬ　210-1323　　                  　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷無対応 管理費 駐車場 その他 敷

ヒュース美園Ａ 105 即入 9Ｒ 23,000 ○ 500 満車 24ｈ管理費 1
豊） 美園９条２丁目７番２号 201 即入 9.3Ｒ 23,000 ○ 500 700/月
SW 豊平公園 徒歩 5 分 205 内装中 9Ｒ 23,000 ○ 500
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 1987 サクシード　２１０-１３２３
ＭＲビル 402 即入 7.5×4.5 40,000 3,000 ピロティ 町内会費 1

豊） 平岸２条３丁目２番１号 ② 300/月
SW 平岸 徒歩 10 分 10.800円 24h管理費

RC造 申込･お問合せは 700/月
築/ 1996 サクシード　２１０-１３２３

シャルム羊ヶ丘 申込 101 即入 2ＬＤＫ 45,000 1,500 屋外 24h管理費 1
豊） 月寒東１条１５丁目１１番１０号 102 即入 2ＬＤＫ 50,000 1,500①・④・⑦ 700/月
SW 福住 徒歩 7 分 10×6×6×2.65Ｋ 6.480円

木造 申込･お問合せは
築/ 1988 サクシード　２１０-１３２３ 広告料増額しました！

ハイエスト中の島 申込 106 即入 6.5×7 38,000 ○ 3,150 管理組合 水道代 1
豊） 平岸１条１丁目６番１６号 申込 402 即入 6.5×7 39,000 ○ 3,150 ㈱ダーツ 管理組合
SW 中の島 徒歩 6 分 申込 406 即入 6.5×7 39,000 ○ 3,150 832-0002

RC　4F 申込･お問合せは 405 1/末 6.5×7 39,000 ○ 3,150
築/ 1991 サクシード　２１０-１３２３

ボヌール美園ＨＭ 申込 105 即入 7.2×3.8 36,000 ○ 無 車庫 ③ 町内会費 1
豊） 美園４条５丁目３番１３号 201 内装中 7.2×3.8 40,000 ○ 1,500 7,560円 300/月
SW 美園 徒歩 6 分 203 即入 8.1×4.5 40,000 ○ 1,500 軽自動車 24h管理費
木・一部RC 申込･お問合せは 700/月

築/ 2005 サクシード　２１０-１３２３ 105号室家賃値下げ。全部屋入居月家賃フリーレント！
ファーストシティー平岸 305 即入 8×4.5 32,000 〇 2,000 満車 町内会費 1

豊） 平岸４条１６丁目３番９号 220/月
SW 南平岸 徒歩 5 分

S　4F 申込･お問合せは
築/ 1990 サクシード　２１０-１３２３

ラヴィーニュⅠ 201 即入 7.5×4.5×2Ｋ 42,000 無 個別車庫 町内会費 1
豊） 平岸４条１０丁目６番５号 205 即入 9×5 42,000 無 ①・② 300/月
SW 南平岸 徒歩 7 分 102 内装中 7×5×2K 42,000 無 10.800円 24h管理費
木・一部RC 申込･お問合せは 103 内装中 6×5×2K 42,000 無 700/月

築/ 2001 サクシード　２１０-１３２３
ＷＥＳＴ　ＨＩＬＬＳ３・８ 申込 101 即入 10.5×2.5Ｋ 36,000 2,000 屋外① 町内会費 1

豊） 西岡３条８丁目６番１１号 6480円 300/月
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BUS 西岡3-8 徒歩 1 分 24h管理費
木・一部RC 申込･お問合せは 700/月

築/ 2009 サクシード　２１０-１３２３ 事務所使用可能になりました。
ヒュース平岸Ｅ 105 即入 8.9Ｒ 22,000 ○ 無 満車 町内会費 1

豊） 平岸３条９丁目５番６号 近隣月極 300/月
SW 平岸 徒歩 6 分 情報あり 24h管理費
木・一部RC 申込･お問合せは 700/月

築/ 1986 サクシード　２１０-１３２３ 家電無料リース（洗濯機・冷蔵庫・ガスコンロ）　家賃相談可！

                                                 空室情報 ㈱サクシード　   　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
豊平区 ＴＥＬ　210-1323　　                  　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷無対応 管理費 駐車場 その他 敷

ＫＯＫＯＭＯ月寒 201 即入 9.5Ｒ 35,000 1,500 屋外 町内会費 1
豊） 月寒西１条７丁目５番８号 7.560円 300/月
SW 月寒中央 徒歩 3 分 共同車庫 24h管理費
木・一部RC 申込･お問合せは ① 700/月

築/ 2007 サクシード　２１０-１３２３ 10.800円
ホワイトハウス 529 即入 6×5 32,000 込 8.000円 1

豊） 平岸４条１４丁目４番７号
SW 南平岸 徒歩 4 分 管理組合

RC　5F 申込･お問合せは 確認  
築/ 1978 アパマン管理ｻｰﾋﾞｽ　７９５-１６５１  

清田区
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷

ホマレマンションＤ棟 102 内装中 10×6×6 50,000 無 屋外 町内会費 1
清） 北野５条２丁目６番５０号 105 即入 10×6×7 50,000 無 1台込 600/月
バス 北野5-2 徒歩 2 分 24h管理費

木造 申込･お問合せは 700/月
築/ 1996 サクシード　２１０-１３２３

ウッディヴィレッヂＡ館 203 即入 13×6×6 46,000 無 屋外 1
清） 北野２条２丁目８番２１号 6,000円
バス 北野2-2 徒歩 3 分

木造　２Ｆ 申込･お問合せは
築/ 1988 サクシード　２１０-１３２３
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㈱サクシード　   　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　                  　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
灯油ＦＦ 浴・ＷＣ別 3

鍵 キーＢＯＸもしくはドアジョイナー1323
3/1～ 瞬湯 ガスＦＦ シャンドレ エレベーター 3 3万円
新入学生
新社会人 申

＊東豊線【学園前】　徒歩10分
鍵 ドアジョイナー　1323

灯油ストーブ 物置 Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ 2

鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 都市ガス ガスＦＦ 洗面台 バルコニー 2 3万円
新入学生 Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ
新社会人 ※敷無の場合、担当謝礼無

＊1階のみバルコニー無
鍵 ドアジョイナー　1323

2/1～　3ＢＫ 灯油ＦＦ フローリングＴＶインターホン浴室乾燥機 3
3万円

3/1～　2ＢＫＪ－ＣＯＭ Ｂフレッツ
新入学生 ※敷無の場合、フリーレント無
新社会人 ＊車庫③　軽限定

鍵 ドアジョイナー　1323
2/1～ 灯油ＦＦ オートロック バルコニー 排水口 3新入学生 ＢＳ Ｂフレッツ
新社会人 申

鍵 ＡＬ　呼5963　キーＢＯＸ1323
灯油ＦＦ シャンドレ フローリングＴＶインターホン 2Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ ＢＳ

申

鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 灯油ＦＦ シャンドレ フローリングＴＶインターホン 2新入学生 Ｂフレッツ ＢＳ
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新社会人 申
＊事務所使用時　部屋向かいＴＲ有り。　5.000円/月
鍵 ドアジョイナー　1323

3/1～ 浴・ＷＣ別 ガスＦＦ 洗濯排水口 Ｂフレッツ 4新社会人
新学生 申
ＢＫ 3 ＊敷無の場合は広告料減額

鍵 ドアジョイナー　1323

㈱サクシード　   　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　                  　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
2/1～　3ＢＫ 灯油ＦＦ フローリング 浴室乾燥機 ＴＶインターホン 33/1～　2ＢＫＪ－ＣＯＭ Ｂフレッツ ＢＳ・ＣＳ
新入学生
新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ 浴・ＷＣ一緒

1

鍵 アパマン管理サービス

礼 ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
灯油ＦＦ システムＫ シャンドレ フローリング 1ＪーＣＯＭ Ｂフレッツ

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ボイラー 灯油ＦＦ 洗面台 フローリング 3Ｊ－ＣＯＭ Ｂフレッツ バルコニー

鍵 ドアジョイナー　1323
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                                                 空室情報 ㈱サクシード　　    　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
白石区 ＴＥＬ　210-1323　　                      　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　                       　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼

ローヤルハイツ本郷通7　Ａ・Ｂ棟 Ａ-5 即入 6×4.5 26,000 ○ 2,000 屋外 24ｈ管理費 1 ペ1
白） 本郷通７丁目北４番１号・４番３４号 申込 Ａ-12 内装中 6×4.5 26,000 ○ 2,000 7.560円 700/月
SW 南郷7丁目 徒歩 6 分 Ｂ-7 内装中 6×4.5 26,000 ○ 2,000

木造 申込･お問合せは Ｂ-20 内装中 6×4.5 26,000 ○ 2,000 　
築/ 1985 サクシード　２１０-１３２３ 家賃相談可能！　生活保護対応！

ビクターハイム東札幌 101 内装中7.5×5.5×4（ロフト） 33,000 ○ 無 無 1
白） 東札幌３条４丁目５番１４号
SW 東札幌 徒歩 5 分

木造 申込･お問合せは
築/ 1988 サクシード　２１０-１３２３ 家賃値下げしました！

５・３ビル 103 即入 9.8×5.3 28,000 3,000 満車 24h管理費 1 ペ1
白） 菊水５条３丁目１番１２号 201 即入 9×5.3 38,000 3,000 700/月
SW 菊水 徒歩 5 分
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 103号室　心理的瑕疵あり

築/ 1995 サクシード　２１０-１３２３
ライラックハイム 105 即入 9.2×6×2Ｋ 34,000 1,000 車庫③ 24h管理費 1

白） 北郷１条３丁目４番１３号 5.400円 700/月
JR 白石 徒歩 5 分 車庫
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは ⑨

築/ 1993 サクシード　２１０-１３２３ 4.320円
ビクターハイムⅢ 停止 202 即入 7.5×5.5 31,000 無 満車 1

白） 菊水元町１条５丁目４番３号
BUS 徒歩 分
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 1993 サクシード　２１０-１３２３
メゾンド・ショウ 申込 203 即入 8×6 40,000 ○ 無 個別車庫 町内会費 1

白） 菊水６条２丁目１番２１号 申込 301 即入 8×6 42,000 ○ 無 ②③⑤ 300/月
SW 菊水 徒歩 7 分 302 即入 8×6 42,000 ○ 無 10.800円 　
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 2002 サクシード　２１０-１３２３
ルシアン平和通 申込 102 即入 7.3×5×2.3k 42,000 ○ 2,000 個別車庫 24h管理費 1

白） 平和通９丁目北３番２０号 105 即入 6.8×5.3×3Ｋ 44,000 〇 2,000 ②④⑤ 700/月
JR 白石 徒歩 15 分 申込 103 12/末 7.8×6×2.3K 44,000 〇 2,000 8.640円
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 2015 サクシード　２１０-１３２３
コーポ中嶋 201 即入 9×7 29,000 無 屋外 1

白） 菊水元町５条１丁目４番９号 202 即入 9×7 29,000 無 4.320円
BUS 菊水元町５条 徒歩 5 分

申
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木造 申込･お問合せは
築/ 1983 サクシード　２１０-１３２３

メゾンド・ジュン 103 内装中 6×4.5×2Ｋ 42,000 ○ 無 共同車庫 町内会費 1
白） 本郷通１丁目南４－１０－２ ④・⑤・⑥ 300/月
SW 白石 徒歩 5 分 10.800円 　
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

築/ 2003 サクシード　２１０-１３２３
ラ・ヴェスタ白石 101 即入 8×4.5×3.2Ｋ 45,000 無 屋外 町内会費 1 ペ1

白） 北郷１条３丁目４番５号 202 即入 8.2×5×2Ｋ 46,000 無①6.480円 350/月
JR 白石 徒歩 6 分 ②5.400円 24h管理費
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは 101号室　ペット飼育可能です！ ③6,480円 700/月

築/ 2006 サクシード　２１０-１３２３

                                                 空室情報 ㈱サクシード　　    　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
白石区 ＴＥＬ　210-1323　　                      　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　                       　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼

月極情報
物件名 住所 名前 ＴＥＬ

レインボーハイツⅡ 中央2条3丁目6（100Ｍ程度） 個人宅 当社へ確認
中央2条3丁目1（100Ｍ程度） 個人宅 当社へ確認

中央2条3丁目2（物件斜め向かい） 個人宅 当社へ確認
ローヤルハイツ本郷通７　Ａ・Ｂ棟 本郷通7丁目北3（10Ｍ程度） 石山建設 222-0605

厚別区
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼

グラディート厚別 202 即入 6×5×2Ｋ 43,000 1,500 車庫 町内会費 1
厚） 厚別中央５条５丁目２番１２号 ② 300/月
SW 新札幌 徒歩 9 分 10.800円 24h管理費
木・一部RC 申込･お問合せは 屋外 700/月

築/ 2002 サクシード　２１０-１３２３ 5.400円

江別市

申

申申

2018/01/15 � /�2 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷 礼
リバティヒルズ 202 即入 6.5×6 38,000 3000 車庫 1

江別市文京台５番８号 5.000円
バス くりの木公園 徒歩 1 分

S造　２Ｆ 申込･お問合せは
築/ 1997 ケイハウス　８７６-９８９９ 家電付き！

2018/01/15 � /�3 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　　    　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　                      　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　                       　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
相談可 2/1～　4ＢＫ 灯油ＦＦ 浴・ＷＣ別 Ｊ-ＣＯＭ 4小型犬1匹3/1～　3ＢＫ
猫2匹 新入学生 Ｂフレッツ（Ｂ棟のみ）

新社会人 ＊敷無の場合は広告料３ヶ月
鍵 ドアジョイナー　1323

3/1～ 灯油ＦＦ ＪーＣＯＭ Ｂフレッツ 2新入学生 ロフト付
新社会人

鍵 2F階段手摺　キーＢＯＸ1323 、
相談可 3/1～ 灯油ＦＦ Ｊ－ＣＯＭ 2小型犬1匹 新入学生
・猫1匹 新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323
灯油ＦＦ 洗濯排水口 3 3万円

鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 灯油ＦＦ フローリング 照明 Ｂフレッツ 2新入学生
新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 灯油ＦＦ シャンドレ フローリング Ｊ－ＣＯＭ 2新入学生 Ｂフレッツ
新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323
2/1～　3ＢＫ 灯油ＦＦ シャンドレ 浴室ＴＶＴＶモニターホン3 3万円
3/1～　2ＢＫ エアコン ウォシュレット ガスコンロ Ｂフレッツ
新入学生 照明
新社会人 ＊SW【南郷7丁目】　徒歩17分

鍵 ドアジョイナー　1323
瞬湯 灯油タンク 3 5万円

2018/01/15 � /�4 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



鍵 ドアジョイナー　1323
3/1～ 灯油ＦＦ シャンドレ フローリングウォシュレット 2新入学生 Ｊ－ＣＯＭインマイルーム
新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323
小型犬1匹 灯油ＦＦ シャンドレＴＶインターホンフローリング 21階のみ 浴室乾燥機 ＲＨ ＢＳ・ＣＳ Ｂフレッツ
家賃

2.000円ＵＰ
鍵 ドアジョイナー　1323

㈱サクシード　　    　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　                      　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　                       　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼

ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
3/1～ 灯油ＦＦ シャンドレ フローリング ＴＶインターホン2新入学生
新社会人

鍵 ドアジョイナー　1323

2018/01/15 � /�5 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



ペット スライド 設備等 ＢＫ 担謝礼
灯油ＦＦ システムＫ 照明 インターホン 1Ｂフレッツ

鍵 管理会社確認

2018/01/15 � /�6 6 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　   　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
テナント ＴＥＬ　210-1323　　                 　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷

発寒１５－１テナントビル 申込 2階3階 相談 52.71坪×2 205,714 込み 8台込み 3
西） 発寒１５条１丁目１番１５号 2台ずつ縦列
バス 発寒15-3 徒歩 10 分

Ｓ造　3Ｆ 申込･お問合せは 賃料相談可能!!
築/ 1987 サクシード　２１０-１３２３

丸善ビル 201 内装中 10坪 48,600 無 車庫 3
白） 菊水３条５丁目３番２０号 ④
SW 菊水 徒歩 7 分 10.800円

Ｓ造　4Ｆ 申込･お問合せは 賃料相談可能!!
築/ 1991 サクシード　２１０-１３２３

北２条ビル 申込 即入 204坪 918,000 無 ビル前 4
中） 北２条東８丁目８６番１５号 2台
SW バスセンター前 徒歩 10 分 他約10台

Ｓ造　4Ｆ 申込･お問合せは
築/ 1995 サクシード　２１０-１３２３

エクセレント３４ 201 即入 31.57坪 220,000 41,000 満車 3
東） 北３４条東１４丁目２番１号
SW 新道東 徒歩 2 分

RC造　9F 申込･お問合せは
築/ 1998 サクシード　２１０-１３２３

漢太郎ビル Ｃ 即入 15坪 75,600 無 満車 2
白） 東札幌２条５丁目２番５号
SW 白石・東札幌 徒歩 5 分

Ｓ造　2Ｆ 申込･お問合せは
築/ 1979 サクシード　２１０-１３２３

第２東成ビル 102・103 即入 27坪 120,960 無 屋外 3
東） 北２６条東１０丁目１番１１号 102→15坪・103→12坪 6.480円
SW 元町 徒歩 8 分

S　3F 申込･お問合せは 現状2部屋繋がっていますが、分割貸しも相談可能です！
築/ 1986 サクシード　２１０-１３２３

2018/01/15 � /�1 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 

2018/01/15 � /�2 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�3 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�4 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。
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2018/01/15 � /�5 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�6 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　   　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　                 　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット 設備等 ＢＫ 担謝礼
事務所仕様　流し台　トイレ 1（灯油ＦＦ、ガス給湯器、ＴＶモニターホンは残置物）
（飲用水は2階のみ使用可能）

※分割貸し不可
鍵 当社

灯油ＦＦ バルコニー エアコン 1

鍵 当社
給湯器 エアコン エレベーター トイレ 0.5 キュービクル

鍵 当社
エアコン ガスＦＦ 照明 共同トイレ 1共同給湯室

鍵 当社
事務所仕様　流し台　トイレ　灯油ＦＦ 2

鍵 当社
流し台　トイレ 2

＊103号室に3階の受水槽がある為、緊急時入室の可能性あり

鍵 103号室ドアノブ　キーＢＯＸ1323

2018/01/15 � /�7 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�8 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�9 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�10 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�11 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�12 12 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　　    　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
駐車場 ＴＥＬ　210-1323　　　　              　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　　                 　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他 敷
コーポあずみ 屋外 6,480 ②・④ 1

南） 澄川６条４丁目３番２６号

グラディート厚別 個別車庫② 10,800 1
厚） 厚別中央５条５丁目２番１２号 屋外 5,400 
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３
ウィングコート学園前 車庫 10,800 ④・⑤・⑥ 1

豊） 豊平５条６丁目１番３３号
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３
シティハイム小川 車庫+倉庫 19,440 1

西） 二十四軒１条６丁目９番２１号
木・一部ＲＣ 申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３ 鍵は当社になります。
豊平４－１パーキング（第2ときわマンション） 青空 12,960 ③ 1

豊） 豊平４条１丁目４番 小型車
申込･お問合せは 限定

サクシード　２１０-１３２３
ネーブル北40条パーキング 青空 8,640 ⑤・⑨ 1

東） 北40条東17丁目2番40号
木･一部ＲＣ 申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３
平岸２－３パーキング 青空 10,800 ②・⑧・⑨ 1

豊） 平岸２条３丁目２番
申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３
菊水スカイパーキング 青空 9,720 ⑥・⑧・⑨ 1

白） 菊水７条３丁目７番地
申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３
青池マンション 青空 13,000 ③・⑦ 1

申

申

申申

2018/01/15 � /�1 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



中） 南１６条西５丁目２番２号
申込･お問合せは

ケイハウス　８７６-９８９９
澄川駐車場 申込 12/末 青空 8,640 ② 1

南） 澄川２条２丁目１３番２０号 1/末 青空 8,640 ⑨
申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３
西町北２丁目パーキング 1/末 青空 10,800 ④ 1

西） 西町北２丁目５番１３号
申込･お問合せは

サクシード　２１０-１３２３

2018/01/15 � /�2 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�3 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



306

2018/01/15 � /�4 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�5 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　　    　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　　　              　　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　　                 　　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

礼 ペット 設備等 ＢＫ 担謝礼
※特約あり、アパート入居者から契約希望があった場合
貸主は１ヶ月前の予告をもって解約できるものとする
冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

※特約あり、アパート入居者から契約希望があった場合
貸主は１ヶ月前の予告をもって解約できるものとする
冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

※特約あり、アパート入居者から契約希望があった場合
貸主は１ヶ月前の予告をもって解約できるものとする
冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

※特約あり、アパート入居者から契約希望があった場合
貸主は１ヶ月前の予告をもって解約できるものとする
冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

※特約あり、アパート入居者から契約希望があった場合
貸主は１ヶ月前の予告をもって解約できるものとする
冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

冬期期間（1月～3月）　8.640円
冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

２万１ ヶ月２万２万

2018/01/15 � /�6 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



　　　＊2年契約

冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。

冬期間の除排雪は個々に行っていただきます。
冬期間（4月～11月）　8.640円/月々

2018/01/15 � /�7 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�8 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�9 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



2018/01/15 � /�10 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



                                                 空室情報 ㈱サクシード　   　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
新築 ＴＥＬ　210-1323　　                 　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899

ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898
物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 敷金無対応 管理費 駐車場 その他

町内会費
豊） 300/月
SW 徒歩 分 24時間管理費
SW 徒歩 分 700/月

申込･お問合せは
築/ サクシード　２１０-１３２３

2018/01/15 � /�1 2 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



㈱サクシード　   　　(有)アパマン管理サービス　　　㈱ケイハウス
ＴＥＬ　210-1323　　                 　　　ＴＥＬ　795-1651　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　876-9899
ＦＡＸ　210-1322　                  　　　ＦＡＸ　300-1277　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　876-9898

敷 礼 ペット 設備等 ＢＫ 担謝礼
1

鍵 建築中
0.5

2018/01/15 � /�2 2 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



区 空室情報
TEL　６１１－８２８１　 TEL　８３３－１３２３　
FAX  ６１１－９８０５ FAX　８１８－３７７２

物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 ＷＯ 管理費 駐車場 その他
 

 
 徒歩  分

 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
2018/01/15 � /�1 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



 
 徒歩  分

 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

区 空室情報
TEL　６１１－８２８１　 TEL　８３３－１３２３　
FAX  ６１１－９８０５ FAX　８１８－３７７２

物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 ＷＯ 管理費 駐車場 その他
 

 

2018/01/15 � /�2 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

2018/01/15 � /�3 10 必ずお電話にて確認のうえご案内お願いいたします。



 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

 
 

 徒歩  分
 申込･お問合せは

築/   

区 空室情報
TEL　６１１－８２８１　 TEL　８３３－１３２３　
FAX  ６１１－９８０５ FAX　８１８－３７７２

物件詳細 申込 号室 入居日 間取り 賃料 ＷＯ 管理費 駐車場 その他
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