
昭和３７年創業　埼玉(１１)１０１２７号

TEL 0493-34-4317(代)
FAX 0493-35-0628
URL https://www.student-apartment.com
E-Mail info@student-apartment.com

　　　　応援します、住まい探し!!
　　　　　アパート ･ マンション ･ 指定寮 ･ 下宿

(株)国際学生協会
大東文化大学・東京電機大学・山村学園短期大学委嘱

東武東上線 高坂駅西口駅前

埼玉県東松山市元宿1-13-6
〒355-0063





家賃23-28,000円 家賃42-45,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 管理費3,000円 預り金35,000円

高坂駅西口6分 洋室/6帖 8室 高坂駅西口6分 洋室/11.25-12.75帖 2室

平成3年築 鉄骨4階建 平成3年築 鉄骨4階建

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

洗濯機・冷蔵庫・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 洗濯機・冷蔵庫・独立洗面台

ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃20-25,000円 家賃27-28,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 管理費3,000円 預り金30,000円

高坂駅西口13分　洋室/6帖 10室 高坂駅西口12分 洋室/6帖 6室

昭和62年築 木造2階建 平成5年築 木造2階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

冷蔵庫･洗濯機 冷蔵庫･洗濯機・電子ﾚﾝｼﾞ

Wi-Fi ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ･Wi-Fi

家賃28-30,000円 家賃27-30,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 管理費1,000円 預り金25,000円

高坂駅西口5分 洋室/6帖 10室 高坂駅西口6分　洋室/6帖 20室

昭和61年築 木造2階建 昭和62年築 鉄骨2階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

洗濯機・冷蔵庫・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ ﾌﾚｯﾂ光対応

Wi-Fi･駐車場(4,000円)

家賃30-35,000円 家賃30-40,000円

礼0/敷1 共益費1,000円 管理費1,000円 礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円

高坂駅西口5分 洋室/6帖 10室 高坂駅西口5分 洋室/6帖 24室

平成3年築 鉄筋3階建 平成2年築　鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

洗濯機・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 冷蔵庫･洗濯機･ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(3,000円)

第２サクラハイツ メゾンヨコタ 

 ライブコア高坂Ⅱ エスポワール・マサゴ 

 山雄ビル[３･４Ｆ]  山雄ビル[２Ｆ] 

 イカイハイツ シティハイム松田 

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ 24Hｻﾎﾟｰﾄ

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※24Hｻﾎﾟｰﾄ ⇒ "国際学生協会24時間安心サポート"対応物件 C-3



家賃30-37,000円 家賃34-37,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 管理費1,000円 預り金30,000円

高坂駅西口9分 洋室/6-7帖 14室 高坂駅西口6分 洋室/7帖 8室

平成4年築 木造2階建 平成元年築 鉄骨2階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(3,000円) 独立洗面台・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(有料)

家賃35-42,000円 家賃35-37,000円

礼1/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円

高坂駅西口7分 洋室/6-6.5帖 17室 高坂駅西口9分 洋室/6帖 8室

平成元年築 鉄筋3階建 平成8年築　木造2階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

冷蔵庫・洗濯機・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 冷蔵庫・洗濯機・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

Wi-Fi･防犯ｶﾒﾗ・駐車場(4,000円) ﾌﾚｯﾂ光対応・駐車場(3,000円)

家賃35-37,000円 家賃35-40,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円

高坂駅西口8分 洋室/7帖 8室 高坂駅西口5分 洋室/6帖 20室

平成5年築 木造2階建 平成元年築 鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応

駐車場(4,000円) 駐車場(5,000円)

家賃34-40,000円 家賃37-40,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円

高坂駅西口10分 洋室/7.5帖+ﾛﾌﾄ3帖 高坂駅西口7分 洋室/7.5帖+ﾛﾌﾄ3帖

平成5年築 木造2階建 10室 平成6年築 木造2階建 20室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応

駐車場(3,000円)

コーポ長島 パークサイド加島Ｂ棟 

ハイツＫ-２ 

中村ハイツ 中村ビル 

 ブルーアイ高坂 

コーポサザン 

Ｎ.Ｋハイツ 24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ 24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ24Hｻﾎﾟｰﾄ

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※24Hｻﾎﾟｰﾄ ⇒ "国際学生協会24時間安心サポート"対応物件 C-4



家賃37-39,000円 家賃36-38,000円

礼1/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 管理費1,000円 預り金30,000円

高坂駅西口7分 洋室/7.5帖 10室 高坂駅西口7分 洋室/7帖 8室

平成6年築 木造2階建 平成元年築 鉄骨2階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

冷蔵庫・洗濯機・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 独立洗面台・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(4,000円) ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(4,000円)

家賃36,000円 家賃38,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼1/敷1 管理費3,000円

高坂駅西口4分 洋室/6帖 15室 高坂駅西口駅前 洋室/6帖 24室

平成8年築 鉄筋3階建 昭和62年築 鉄筋5階建

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(5,000円) ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ

家賃40-42,000円 家賃38-39,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼1/敷1 共益費1,000円 管理費1,000円

高坂駅西口12分　洋室/8帖 8室 高坂駅西口7分 洋室/6帖 12室

平成15年築 木造2階建 平成7年築 鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

独立洗面台 冷蔵庫・洗濯機

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(無料) ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(4,000円)

家賃49-55,000円 家賃43-45,000円

礼1/敷0 管理費2,000円 預り金35,000円 礼1/敷0 管理費2,000円 預り金35,000円

高坂駅西口5分 洋室/8帖 18室 高坂駅西口10分 洋室/7-7.5帖 21室

平成15年築 鉄筋3階建 平成9年築 鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

独立洗面台・ｵｰﾄﾛｯｸ・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ ｵｰﾄﾛｯｸ･ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・防犯ｶﾒﾗ

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(6,000円) ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(4,000円)

パークサイド加島Ａ棟 

 Ｍコート高坂 

 加島ビル 

 ブルーアイ元宿 

 岩崎マンション 

 パークサイド加藤マンション 

第二グリーンハイツ関口 

マンションＳＡＴＯＨ 

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※24Hｻﾎﾟｰﾄ ⇒ "国際学生協会24時間安心サポート"対応物件 C-5



家賃41-42,000円 家賃54-56,000円

礼0/敷0 管理費3,000円 預り金35,000円 礼1/敷0 管理費3,000円 預り金44,000円

坂戸駅南口10分 洋室/7.5帖 18室 高坂駅西口12分　洋室/9.2帖 8室

平成8年築 鉄筋4階建 令和5年完成予定 木造2階建

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

独立洗面台、ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 独立洗面台・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・防犯ｶﾒﾗ

ﾌﾚｯﾂ光対応 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ

家賃47-49,000円 家賃45-47,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金35,000円 礼0/敷0 管理費2,000円 預り金35,000円

鶴ヶ島駅西口9分 洋室/7.5帖 12室 鶴ヶ島駅西口7分 洋室/7.1帖 9室

平成23年築 鉄筋3階建 平成16年築 鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ｵｰﾄﾛｯｸ・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ ｵｰﾄﾛｯｸ･ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

CATV、ﾌﾚｯﾂ光対応 CATV、ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃30-38,000円 家賃56-60,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金30,000円 礼0/敷0 管理費5,000円 預り金35,000円

高坂駅西口4分 洋室/6帖 13室 鶴ヶ島駅西口10分 洋室/7.5帖 12室

平成2年築　鉄筋3階建 平成29年築 鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ＩＨ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

冷蔵庫･洗濯機・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 独立洗面台・ｵｰﾄﾛｯｸ･ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応・宅配ﾎﾞｯｸｽ

家賃34-37,000円 家賃45-48,000円

礼0/敷0 共益費1,000円 預り金30,000円 礼1/敷0 管理費2,000円 預り金35,000円

高坂駅西口7分 洋室/6帖 12室 高坂駅西口3分 洋室/6.6帖 10室

昭和63年築 鉄筋3階建 平成13年築 鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ}(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

洗濯機・冷蔵庫・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 独立洗面台・ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・防犯ｶﾒﾗ

防犯ｶﾒﾗ・ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾌﾚｯﾂ光対応

ライブコア高坂Ⅰ 

グリーンハイツⅠ 

マンション島善 マンションばら園 

プレンヌ・リュンヌ 

 第二岸田マンション  岸田マンション 

 エクセレント緑 

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※24Hｻﾎﾟｰﾄ ⇒ "国際学生協会24時間安心サポート"対応物件 C-6



家賃21-23,000円 下宿費344,000円・380,000円

礼0/敷0 管理費2,000円 預り金25,000円 ※食事付アパート・食費月額33,000円

高坂駅西口17分　洋室/6帖 10室 高坂駅西口7分 洋室/6-7帖 24室

昭和62年築 木造2階建 平成2年築 木造2階建2棟

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(1,500円) ﾌﾚｯﾂ光対応

寮費438,000-498,000円 寮費596,000円

※大東文化大学指定寮 ※大東文化大学指定寮・食事付(食費月額33,000円)

高坂駅西口7分 洋室/6帖 115室 北坂戸駅西口3分 洋室/7帖 15室

平成元-2年築 鉄筋4階建 平成10年築 鉄筋3階建

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

収納ﾍﾞｯﾄﾞ･冷蔵庫･洗濯機･Wi-Fi 冷蔵庫･洗濯機･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ常時接続

防犯ｶﾒﾗ･駐車場(4,000円)･管理人常駐 ｵｰﾄﾛｯｸ･ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ･防犯ｶﾒﾗ･管理人常駐

パインハイツ 

 溝端学生会館 

スマイルハイツ 

 シティパレス高坂 24Hｻﾎﾟｰﾄ 24Hｻﾎﾟｰﾄ

24Hｻﾎﾟｰﾄ24Hｻﾎﾟｰﾄ

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※24Hｻﾎﾟｰﾄ ⇒ "国際学生協会24時間安心サポート"対応物件 C-7



家賃24-25,000円 礼0/敷0 共益費2,000円 預り金20,000円 家賃23-26,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金20,000円

高坂駅東口7分 高坂駅西口8分 

洋室/6帖 平成元年築　木造2階建　14室 洋室/6帖 平成6年築 木造2階建 10室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応・駐車場(3,000円) ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃27-30,000円 礼0/敷0 管理費3,000円 預り金25,000円 家賃32-34,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金25,000円

高坂駅西口5分 高坂駅西口6分 

洋室/7帖 昭和62年築 木造2階建 14室 和室/6+4.5帖 平成3年築 鉄骨2階建 4室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫・洗濯機

ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ、ﾌﾚｯﾂ光対応、駐車場(3,000円) ﾌﾚｯﾂ光対応・駐車場(4,000円)

家賃30,000円 礼1/敷1 家賃30-33,000円 礼0/敷1

高坂駅西口5分 高坂駅西口7分 

洋室/6帖 平成2年築 鉄骨3階建 8室 和･洋室/6帖 平成元年築　鉄骨2階建 14室

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ・冷蔵庫・洗濯機 ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(2,000円)

家賃33-35,000円 礼0/敷1 共益費1,000円 家賃35,000円 礼1/敷1 共益費1,000円

高坂駅西口4分 高坂駅西口9分 

洋室/7帖 昭和63年築 木造2階建 20室 洋室/6帖 平成7年築 鉄筋3階建 21室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･洗濯機 ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫

ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・Wi-Fi・駐車場(3,000円)

家賃35,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金20,000円 家賃35-38,000円 礼1/敷1

高坂駅西口8分 高坂駅西口3分 

和･洋室/6帖 昭和63年築 鉄骨3階建 10室 洋室/7帖 昭和63年築 鉄骨3階建 8室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応・防犯ｶﾒﾗ ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応

ニュー尾上

サニーハイツ高坂

ハピネスタカハシ

コーポ黒沢 塩谷ハイツ

高坂ビル

ヴェルドミール

コーポ若林

シティハイム長谷部

駅近HOMES

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。
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家賃35-39,000円 礼0/敷0 預り金25,000円 家賃35,000円 礼0/敷0

高坂駅西口3分 高坂駅西口3分 

洋室/6.5-7帖 平成元年築 木造2階建 16室 洋室/6帖 平成元年築 鉄筋3階建 16室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃40,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金25,000円 家賃37-41,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金25,000円

高坂駅西口9分 高坂駅西口10分

洋室/7帖 昭和61年築 鉄骨2階建 12室 洋室/6.5帖 平成8年築 鉄筋3階建 36室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機 ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ･ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(3,000円)

家賃40,000円 礼1/敷1 共益費1,000円 管理費1,000円 家賃39-55,000円 礼1/敷1

高坂駅東口10分 高坂駅西口6分 

1LDK(洋6帖) 平成22年改築 木造2階建 4室 洋室/6.6-9.3帖 平成9年築 鉄骨3階建 15室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)・ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ2台 ｷｯﾁﾝ(ＩＨ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

独立洗面台・ﾌﾚｯﾂ光対応 ｵｰﾄﾛｯｸ･Wi-Fi･駐車場(有料)

家賃42-48,000円 礼1/敷1 共益費1,000円 家賃39,000円 礼0/敷0 共益費4,000円 預り金30,000円

高坂駅西口駅前 高坂駅西口3分 

洋室/10.5-12帖 平成18年築 鉄骨4階建 9室 洋室/7.5帖 平成3年築 鉄筋3階建 16室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ･ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃44-45,000円 礼1/敷0 共益費1,000円 預り金30,000円 家賃46-48,000円 礼1/敷1 管理費4,000円

高坂駅西口駅前 高坂駅西口8分

洋室/7帖 平成7年築 鉄筋5階建 24室 洋室/12-12.5帖 平成26年築 鉄骨3階建 10室 

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

独立洗面台、ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ、ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ、CATV・ﾌﾚｯﾂ光対応

フクサンビル

千代田マンション加藤第二ハイツ

シルバーキューブ

マンションハル岩崎第二ハイツ

ホワイトキューブ第二フクサンビル

真砂荘 ワールド･ステージ

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。
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家賃48-60,000円 礼0/敷1 共益費2,000円 家賃20-25,000円 礼1/敷1 共益費1,000円

高坂駅西口3分 高坂駅東口6分 

1LDK･2DK(洋6･洋7･洋6+洋6) 鉄筋5階建 29室 洋室/6帖 昭和63年築 木造2階建 5室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ・ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ・冷蔵庫・洗濯機

ﾌﾚｯﾂ光対応･駐車場(5-6,000円) ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃30-32,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金25,000円 家賃25-28,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金20,000円

高坂駅西口3分 高坂駅東口6分 

洋室/6帖 平成7年築 鉄骨2階建 14室 洋室/6帖 昭和62年築 鉄骨2階建 18室

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫・洗濯機 ｷｯﾁﾝ(ＩＨ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機

ﾌﾚｯﾂ光対応 防犯ｶﾒﾗ・ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃38,000円 礼0/敷0 共益費1,000円 預り金30,000円 家賃38,000円 礼1/敷1 共益費1,000円

高坂駅東口3分 高坂駅西口6分 

洋室/6帖 平成元年築　鉄筋3階建 17室 洋室/6帖 平成元年築 鉄筋3階建 12室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ・冷蔵庫・洗濯機 ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機

ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・防犯ｶﾒﾗ・ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃42,000円 礼0/敷0 預り金25,000円 家賃39-41,000円 礼1/敷1 共益費1,000円

高坂駅西口4分 高坂駅西口3分 

洋室/7帖 平成10年築 鉄骨2階建 5室 洋室6帖 平成8年築 鉄筋3階建　21室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ・冷蔵庫・洗濯機

ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃20,000円 礼0/敷0 管理費2,000円 預り金20,000円 家賃20,000円 礼0/敷0 管理費2,000円 預り金20,000円

高坂駅東口15分 高坂駅西口13分 

洋室/6帖 木造2階建 8室 和室/6帖 平成元年築 木造2階建 12室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応・共用洗濯機有 ﾌﾚｯﾂ光対応

堀マンション

シティハイファイブ 石川荘

レジデンス高坂コーポ堀

カームハウス松田 ニューエコー

加藤第三ハイツ

本宿ハイツ矢島コーポ

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。
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家賃25,000円 礼0/敷1 家賃22-25,000円 礼1/敷1

高坂駅西口14分 大東文化大学7分 

洋室/6帖 平成5年築 木造2階建 8室 和･洋室/6帖 昭和63年築 木造2階建 28室

ｷｯﾁﾝ(IH)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機 ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応 ﾌﾚｯﾂ光対応・ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ有

家賃28-29,000円 礼0/敷1 共益費1,000円 家賃28,000円 礼1/敷1

高坂駅西口8分 高坂駅西口10分 

洋室/6帖 昭和59年築 木造2階建 8室 洋室/6帖 平成元年築 木造2階建 6室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ﾌﾚｯﾂ光対応・駐車場(無料) ﾌﾚｯﾂ光対応

家賃35,000円 礼1/敷1 管理費3,000円 家賃36-37,000円 礼0/敷0 管理費3,000円 預り金30,000円

高坂駅西口12分 高坂駅西口7分 

洋室/6帖+ﾛﾌﾄ4帖 平成6年築 鉄骨2階建 5室 洋室/6帖 平成元年築 鉄筋3階建 18室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･洗濯機･冷蔵庫 ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ ﾓﾆﾀ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ･駐車場(2,000円)

寮費633,600円 寮費573,600円

高坂駅東口7分 高坂駅東口9分 

洋室/7.2帖 平成23年築 鉄筋2階建 10室 洋室/7.2帖 平成15年築 鉄筋3階建 15室

ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機 ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機

(大東文化大学) ｵｰﾄﾛｯｸ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ (大東文化大学) ｵｰﾄﾛｯｸ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ

寮費669,500円 寮費505,000円 食費28,000円

高坂駅東口2分 東松山駅西口5分 

洋室/7.6帖 鉄筋3階建 15室 洋室/6帖 昭和62年築 鉄筋3階建 58室

ｷｯﾁﾝ･ﾄｲﾚ(洗浄便座)･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機 ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ(洗浄便座)･ｴｱｺﾝ･冷蔵庫･洗濯機

(大東文化大学) 独立洗面台・ｵｰﾄﾛｯｸ・防犯ｶﾒﾗ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ (大東文化大学) 防犯ｶﾒﾗ・Wi-Fi

西の家

コーポ滝上

渡辺荘本館

松風ハイツ

ふじビューハイツ

メゾン高坂サヅカハイツ

フィリアタカダ

渡辺荘別館

東松山学生会館

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。
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寮費368,000円 食費36,300円 寮費450,000円 食費36,300円

大東文化大学7分 大東文化大学7分 

洋室/6帖 鉄筋5階建 48室 洋室/6帖 昭和62年築 鉄骨3階建 12室

ｴｱｺﾝ・共同ﾊﾞｽ・共同トイレ ｷｯﾁﾝ(ｶﾞｽ)･ﾄｲﾚ･ﾊﾞｽ･ｴｱｺﾝ

(大東文化大学) ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑ (大東文化大学) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑ

岩殿学生会館別館岩殿学生会館

※図面･条件等と現況が相違な場合、現況を優先と致します。
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受付Ｎｏ. 申込日　　　年　　　月　　　日

第1希望

第2希望

第3希望

現在のアパート名

ふりがな

学部

帰省先
〒

都･道･府･県 郡･市･区

郡･市･区

入居決定
の連絡先

帰省先　・　右記住所

その他(                       )

〒

都･道･府･県

入居希望日　　　　月　　　日

(但し　 　月　　日頃でも可)

氏名

　　　　　　　　　　　大学　　　　　　　　　　　　学部　　　　　　　　　　　　　　学科　　新入生　･　在校生　　　　年

保証人氏名

保証人携帯番号

　アパート予約申込書　

帰省先電話番号

入居者携帯番号

生年月日
　　　　年　　　　月　　　　日

男　・　女　　　　　　　才



お申込は、弊社宛へ郵送・FAX・直接持参、何れでも結構です。ご予約は随時受け付けております。

入居先決定は空室確保後となります。時期によって確保状況が変わりますので、お問い合わせ下さい。

受付Ｎｏ. 申込日　　　年　　　月　　　日

第1希望

第2希望

第3希望

現在のアパート名

ふりがな

学部

帰省先
〒

都･道･府･県 郡･市･区

郡･市･区

【個人情報の取扱いについて】

ご予約頂きましたお客様の個人情報に関しましては、次の目的で利用致します。

・予約管理台帳への記載　・優先的入居先決定の連絡、若しくは入居不可連絡　・お客様からのお問い合わせへの対応

またご予約頂きました物件にて、弊社にて空室確保後、お申込頂きました場合には、ご入居までに次の目的で利用致します。

・物件台帳等弊社管理台帳への記載　・重要事項説明書、賃貸借契約書の作成　・賃貸清算書の作成及び請求書作成　

・お客様からのお問い合わせへの対応　・物件貸主、管理会社への報告　・公共機関への連絡、及び問い合わせへの対応　・仲介業者への報告

入居希望日　　　　月　　　日

(但し　 　月　　日頃でも可)

【アパート申込書記入例】

入居希望日をお書き
下さい。
(複数回答可、下記欄
をお使い下さい)

※不明な点がございましたら、弊社まで何でもお問い合わせ下さい

連絡先が現入居中ア
パート、帰省先で無
い場合は、必ず詳細
な住所をお書き下さ
い。

住み替えの方(在校生
の方)は、現在お住ま
いのアパート、マン
ション、寮名等をお
書き下さい。

緊急時に必要となり
ますので、必ず携帯
番号をお書き下さ
い。
尚、携帯番号が変更
になった場合には、
弊社まで新番号をお
届け下さい。

ご希望のアパート・
マンション名をお書
き下さい。
空室を確実に確保す
る為、必ず第３希望
までお書き下さい。
ご希望について条件
分けして頂いても結
構です。

書類発送等がござい
ますので、記入漏れ
のないよう、お書き
下さい。
尚、個人情報の取扱
いについては下記の
通りです。

　アパート予約申込書　

帰省先電話番号

入居者携帯番号

氏名

　　　　　　　　　　　大学　　　　　　　　　　　　学部　　　　　　　　　　　　　　学科　　新入生　･　在校生　　　　年

保証人氏名

入居決定
の連絡先

帰省先　・　右記住所

その他(                       )

〒

都･道･府･県

保証人携帯番号

生年月日
　　　年　　　　月　　　　日

男　・　女　　　　　　　才


