
■アパート管理者取扱物件

アパート名

所在地

1 青葉荘 和5.5帖 14,500 300 0 0 駐輪場有 渡辺　多美子

〒441-8063 和7.5帖 16,500 300 0 0 共同：キッチン,風呂,トイレ，洗濯機 090-2573-3275

豊橋市橋良町平野1-35 和6.5帖 15,500 300 0 0 冷暖房,ｸﾛｰｾﾞｯﾄ，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

●留学生可　　保証人不要 和6帖 16,000 300 0 0 大学まで 7.0km

2 荻原荘 駐車代（2,000円）,駐輪場有 荻原　町子

〒441-8122　　　男子のみ！ 共同：キッチン,風呂,トイレ 0532-45-2809

豊橋市天伯町美吉11-1 冷暖房,ｸﾛｰｾﾞｯﾄ，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

大学まで 0.8km

4 河合下宿 和6帖 15,000 5,000 0 0 駐車代（4,000円）,駐輪場有 河合　秀次

〒441-8152　　　男子のみ！ 洋6帖 15,000 5,000 0 0 共同：風呂,トイレ,洗濯機 0532-46-7683

豊橋市三本木町新三本木 19-3 洋7.5帖 17,500 5,000 0 0 大学まで 3.7km 090-3834-4037

最寄のバス停：南消防署前

5 鈴木荘 和6帖 26,000 0 0 0 駐車場有　,駐輪場有 鈴木　幸子

〒441-8153　　　男子のみ！ 洋6帖 26,000 0 0 0 共同:ｷｯﾁﾝ,風呂,ﾄｲﾚ,洗濯機,ﾃﾚﾋﾞ 0532-45-4572

豊橋市曙町南松原105-5 和7帖 26,000 0 0 0 大学まで 3.4km

6 ぜにた荘 和6帖 16,500 5,000 30,000 0 駐車代（1,000～1,500円）,駐輪場有 長浜　雅太

〒441-3201 和6帖 17,000 5,000 30,000 0 共同：キッチン,風呂,トイレ,洗濯機 0532-21-3128

豊橋市東七根町銭田213 和6帖 18,000 5,000 30,000 0 冷暖房,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

●留学生可 和8帖 17,500 5,000 30,000 0 風呂24時間可

和8帖 18,500 5,000 30,000 0 大学まで 1.0km

和8帖+洋4帖 19,500 5,000 30,000 0

7 たかしばら学生寮 駐車代（2,000円）,駐輪代（300円） 土屋　正孝

〒441-8151　　　男子のみ！ 共同：ｷｯﾁﾝ,風呂,ﾄｲﾚ,ﾗﾝﾄﾞﾘｰ 090-7689-8735

豊橋市曙町南松原94 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

大学まで 2.8km 最寄バス停：南消防署
前

8 髙野家別宅 洋6帖 駐車場有，,駐輪場有 髙野　耕一

〒441-8122　　　男子のみ！ 和6帖 共同：キッチン,風呂，トイレ 0532-46-0174

豊橋市天伯町髙田山43－49 和4.5帖 光熱水料各自，冷房有（4.5帖は無し） ※詳細は直接問い

●留学生可 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可，　大学まで １.7km 　合わせてください。

10 パートⅡ 洋6帖 24,000 5,000 0 24,000 駐車代（3,500円）,駐輪場有 鶴田　雅之

〒441-8151 洋6帖 20,000 5,000 0 20,000 共同：ｷｯﾁﾝ,風呂,ﾄｲﾚ,ﾗﾝﾄﾞﾘｰ（無料） 090-8075-7169

豊橋市曙町南松原151-5 洋6帖 10,000 5,000 0 10,000 電気代（毎月5,000円差額精算有）

●留学生可 大学まで 3.0km   最寄のバス停：測点

11 ひかり江島　 洋15帖+K 27,000 3,000 30,000 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 西山　正好

〒441-8111　　　男子のみ！ 洋10帖+K 22,000 3,000 40,000 0 共同：風呂,トイレ 0532-47-4733

豊橋市江島町48-5 和6帖+K 18,000 3,000 25,000 0 冷暖房,洗濯機,冷蔵庫,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

 ●留学生可 大学まで 4.7km

12 ひかり三本木 和6帖+k 20,000 3,000 20,000 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 西山　正好

〒441-8152　　　男子のみ！ 洋6帖+k 20,000 3,000 20,000 0 共同：風呂,トイレ 0532-47-4733

豊橋市三本木町新三本木4-3　 冷暖房,インターネット可

●留学生可 大学まで 3.2km

敷　金 礼　金
その他

（駐車代は月額）

　　　　　　　　　要相談

（１軒月額40,000円を入居者数で割った
額。最大４名入居可能。）

管理者名
電話番号

和6帖 16,000 5,500 16,000 16,000

１．アパート（キッチン・風呂・トイレ全て共同利用　※一部例外あり）

№ 間取り 家　賃 共益費

洋10帖

13,200 0 0 0
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13 ひふみ荘 13,000 0 13,000 0 駐車場有，駐輪場有 芳賀　不二男

〒441-8155　　　 共同：ｷｯﾁﾝ,風呂,ﾄｲﾚ,冷蔵庫,洗濯機 0532-45-2505

豊橋市芦原町芦原123 39,000 0 39,000 0 冷房有，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

大学まで 5.0km

14 ペンションスギノコ 洋6帖 20,000 5,000 0 30,000 駐車代（3,000円）,駐輪場有 杉本　富子

〒441-8151 洋6.5帖 22,000 5,000 0 30,000 0533-72-2268

豊橋市曙町測点121-1 090-2923-0398

●留学生可

15 ホワイト荘ハウス 駐車場,駐輪場有 棚橋　　茂

〒441-8122　　　男子のみ！ 共同：キッチン,風呂,トイレ,洗濯機 0532-45-9132

豊橋市天伯町竜ヶ丘11-7 洋7.5帖 22,500 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

●留学生可 大学正門まで 1km，南門200m 

16 みのり荘 和洋6帖 16,000 4,500 0 0 駐車代（1,500円）,駐輪場有 小久保通禮

〒441-8122　 男子のみ！ 和洋6帖 18,000 4,500 0 0 共同：キッチン・風呂・トイレ・ランドリー 0532-48-1996

豊橋市天伯町高田山74-3 冷暖房, 洋ダンス，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 090-1746-4787

●留学生可 大学まで 1.5km

17 横浜荘 洋6帖 21,000 5,000 0 21,000 駐車代（1,500円），駐輪場有 小田貴博

〒441-8122　 共同：キッチン・風呂・トイレ・ランドリー 0532-46-9456

豊橋市天伯町字天伯52 23,000 5,000 0 23,000 冷暖房, ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

●留学生可 大学まで 0.5km    H24年リフォーム

18 早稲栗下宿 　 和6帖 17,500 500 17,500 17,500 駐車代（500円）,駐輪場有 早稲栗久子

〒441-8122　　　　男子のみ！ 和5.5帖 16,500 500 16,500 16,500 共同：キッチン,風呂,トイレ 0532-45-9136

豊橋市天伯町六ツ美37-2 冷暖房有,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

大学まで 800m

3人でﾙｰﾑｼｪｱ
5.5帖･6帖･8帖

1人で借りる
5.5帖･6帖･8帖

共同：キッチン,風呂(24ｈ),トイレ,
洗濯機,乾燥機(無料)
冷暖房,各部屋ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無料
大学まで 2.0km　最寄のバス停：測点

洋8帖
23,500

4,000～
6,000

0 0

4,000～
6,000
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アパート名

所在地

19 入山荘 洋10.5帖+Ｋ 30,000 0 30,000 0 駐車代（4,000円）,駐輪場有 入山勝彦

〒441-8141 冷暖房 0532-45-8760

豊橋市草間町平東111 大学まで ８km

20 カーサ南栄 33,000 0 33,000 0 駐車代（4,000円）,駐輪場有 水口　源彦

〒441-8107 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-0803

豊橋市南栄町東山222-4-5 洗濯機,冷蔵庫

●留学生可 大学まで 5km

21 ｷｬﾝﾊﾟｽｼﾃｨｰ弥生 駐輪場有 鈴木　哲郎

〒441-8106 ＢＳアンテナ,冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-47-2510

豊橋市弥生町西豊和49-2 大学まで 4.0km　　最寄のバス停：北山 090-8077-2680

●留学生可

22 グリーンパーク 30,000 0 60,000 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 浅井　洋子

〒440-0853 冷暖房, 光ﾌｧｲﾊﾞｰ，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-7923

豊橋市佐藤1-18-5 大学まで 6.0km

●留学生可

23 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ･小池 洋6帖+K4.5帖 21,000 0 0 0

〒441-8042 洋6帖+K4.5帖 24,000 0 0 0

豊橋市小池町安海戸55-6 和6帖+K4.5帖 23,000 0 0 0

●留学生可 和6帖+K4.5帖 28,000 0 0 0

24 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ　Ｃ棟 洋6帖 25,000 2,000 25,000 0 駐車代(5,000円）,駐輪場有 柳瀬　とし

〒441-8044 冷暖房, ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ対応 0532-48-7338

豊橋市南小池町51-1 大学まで6km　最寄のバス停：南山田

●留学生可

25 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ　Ｎ棟 洋6帖 29,000 2,000 29,000 0 駐車代(5,000円）,駐輪場有 柳瀬　とし

〒441-8044 冷暖房,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-48-7338

豊橋市南小池町51-1 洋6帖 + ﾛﾌﾄ3帖 32000 2000 32000 0 大学まで6km　最寄のバス停：南山田

●留学生可

26 グリーンヒル双葉 洋6帖+Ｋ 35,000 1,000 35,000 0 駐車代(1,000円）,駐輪場有 後藤　欣也

〒441-8122 ガスコンロ 0532-45-0226

豊橋市天伯町泉11 和6帖+Ｋ 33,000 1,000 33000 0 冷暖房, ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ対応 080-5128-1167

大学まで 1.7km

27 下宿　村上 駐輪場有 村上　正欣

〒441-8134 冷暖房 0532-25-2688

豊橋市植田町北柄沢66 大学まで 2km

28 コーポ神谷 洋11帖+Ｋ 35,000 1,000 0 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 神谷　糸子

〒441-8155 洋 9帖+Ｋ 33,000 1,000 0 0 冷暖房，光ﾌｧｲﾊﾞｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可, 090-8964-6974

豊橋市芦原町嵩山地12-5 洋10帖+DＫ8帖 35,000 1,000 0 0 ＩＨコンロ有，大学まで 3km

29 コムサ デ ハウス 洋6帖+Ｋ 26,000 0 0 26,000 駐車場，駐輪場有 宮脇　忠彦

〒441-8156 冷暖房,ｶﾞｽｺﾝﾛ 0532-45-2205

豊橋市高師町北新切245-1 洋6帖+Ｋ 28,000 0 0 28,000 大学まで 4.5km 090-1628-7788

２．アパート（キッチン・風呂・トイレ付）

洋8帖+K

№ 間取り 家　賃

洋12帖（１F)
25,000 3000 50,000 0

2,000 30,000 30,000

洋12帖（２F)
26,000 3000 52,000 0

洋7帖+K3帖

管理者名
電話番号

駐輪場有
共同：ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ
冷房,冷蔵庫,ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ,ｶﾞｽｺﾝﾛ,照明
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,ﾍﾞｯﾄﾞ,ｺﾀﾂ,ﾃﾚﾋﾞ
大学まで 5.0km,最寄のバス停：山田
見学者の送迎あり　町費200円/月

白井　愛子
090-8137-3378
＊携帯が通じない
場合
0532-46-4445

洋12帖 30,000

共益費 敷　金 礼　金
その他

（駐車代は月額）
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30 コモックピア 洋6.5帖+K 24,000～ 0 48,000～ 0 駐車代(4,000円),駐輪代(500円) 平松　清和

〒441-8106 火災保険12,000円 / 2年，ｵｰﾙ電化冷暖房， 0532-37-1881

豊橋市福岡町50-2 洋6.5帖+K 26,000～ 0 52,000～ 0 ﾐﾆ冷蔵庫，光対応ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ，ｶｰﾃﾝ, ｼｬﾜｰﾄｲﾚ,

照明器具, 有線放送,BS,CSアンテナ

大学まで 6.1km,　最寄のバス停：南山田

31 コモックワン 洋6.5帖+K 26,000～ 0 52,000～ 0 駐車代(4,000円),駐輪代(500円) 平松　清和

〒441-8104 29,000 58,000 火災保険12,000円 / 2年，ｵｰﾙ電化 0532-37-1881

豊橋市山田二番町3 冷暖房，ﾐﾆ冷蔵庫，ｶｰﾃﾝ，

光対応ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ,ｼｬﾜｰﾄｲﾚ,照明器具,有線放送

大学まで 5km ,  最寄のバス停：南山田

32 さくらハイツ 28,000 0 0 28,000 駐車代(4,000円)，駐輪場有 浅倉　坦子

〒441-8112 冷暖房 0532-55-3351

豊橋市牧野町54-8 30,000 0 0 30,000 大学まで 4km

●留学生可 最寄りのバス停：西の原

33 三恵荘 20,000 0 0 0 駐車代(2,000円)，駐輪場有 水崎　幸雄

〒441-8106 冷暖房,ミニ冷蔵庫，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-3136

豊橋市弥生町東豊和3-8 大学まで 4km

●留学生可

34 シャトー道 43,000 0 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 浅井　洋子

〒441-8141 冷暖房,ﾄﾞｱﾎﾝ 0532-45-7923

豊橋市弥生町西豊和4-6 光ﾌｧｲﾊﾞｰ, 090-2260-0913

●留学生可 大学まで 4.3㎞

35 シュンエー荘 37,000 0 74,000 0 駐車代(2,000円)，駐輪場有 水口　　俊

〒441-8107 ｶｰﾃﾝ・ﾚｰｽ付 0564-22-3625

豊橋市南栄町東山244-2 37,000 0 74,000 0 冷暖房,洗濯機,ｶﾞｽｺﾝﾛ,照明器具 090-1981-5017

●留学生可 大学まで 5.5km　　最寄バス停：北山

36 正和ハイツ 40,000 0 40,000 0 駐車代(2,000円) ,駐輪場有 後藤　由紀

〒441-8106 冷暖房 0532-45-0226

豊橋市弥生町松原9-2 大学まで 2.8km 080-5128-1167

●留学生可

37 鈴木借家 和6帖+和6帖 30,000 0 0 30,000 駐輪場有,近隣駐車場有（4,000円） 鈴木　　進

〒441-8154
+DK 冷暖房,一戸建 0532-48-1452

豊橋市西高師町小谷67-2 大学まで ３km

●留学生可

38 スズキハイツ 和6帖+洋5帖+K 38,000 0 76,000 0 駐車代(4,000円)，駐輪場有 鈴木　親

〒441-8156 和6帖+洋5帖+K 39,000 0 78,000 0 冷暖房,ガスコンロ,照明器具 0532-45-1046

豊橋市高師町北新切205 和6帖+洋5帖+K 42,000 0 82,000 0 光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応,　大学まで 5.2km

●留学生可（条件有）

39 セザンヌ三本木 洋8帖+K 42,000～ 0 84,000～ 0 駐車代(4,000円)，駐輪場有 鈴木　宏昌

〒441-8157 43,000 86,000 冷暖房,ｺﾝﾛ,ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 0532-45-1046

豊橋市三本木町新三本木35-1 洋8帖+K 36,000 0 72,000～ 0 光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応,大学まで 3.9km

37,000 74,000 2Fロフト付き

40 セザンヌ高師 洋8帖+K 37,000～ 0 74,000～ 0 駐車代(4,000円)，駐輪場有 鈴木　利昌

〒441-8156 40,000 80,000 冷暖房,冷蔵庫,ｺﾝﾛ,照明器具 0532-45-1046

豊橋市高師町北新切205 ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ,BS,CSｱﾝﾃﾅ

光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応,大学まで 5.2km

41 センチュリーシュンエー 洋6帖+洋6帖 48,000 0 96,000 0 駐車代(2,000円)，駐輪場有 水口　　俊

〒441-8107 +DK5帖 冷暖房,ｶｰﾃﾝ・ﾚｰｽ付,ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ 0564-22-3625

豊橋市南栄町東山244-5 洗濯機,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,照明器具 090-1981-5017

大学まで 5.0km　　最寄バス停：北山

86,000
（2ヶ月）

和８帖+洋4.5帖

25,000 0

洋6帖+K

洋6帖+K

洋12帖+DK

洋６帖+K

和6帖+洋4.5帖
+DＫ

洋6帖+洋7帖
+DK

0 0

和6帖+和4.5帖
+洋4.5帖+DK
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42 タウニー曙 洋6帖+和6帖 39,000 1,000 78,000 0 駐車代（3,000円），駐輪場有 内藤　恵美子

〒441-8151 +DK6帖 冷暖房，ガスコンロ，証明器具 0532-31-3738

豊橋市曙町測点25-2 大学まで 2.5km 080-2635-2525

●留学生可

43 トップヒル２ 洋6帖+Ｋ 24,000 3,000 40,000 0 駐車代(4,000円)，駐輪場有 内藤　二郎

〒441-8151 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可，照明器具付 090-4232-2888

豊橋市曙町測点20-2 学生専用,　最寄のバス停：測点

●留学生可 リフォーム済み，大学まで3.0㎞

44 ドミトリーシュンエー 洋7帖 25,000 0 50,000 0 駐車代(2,000円)，駐輪場有 水口　　俊

〒441-8107 冷暖房，洗濯機,照明器具,ｶｰﾃﾝ・ﾚｰｽ付 0564-22-3625

豊橋市南栄町東山244-1 洋7帖+DK4帖 41,000 0 82,000 0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 090-1981-5017

●留学生可 大学まで 5.4km　　最寄バス停：北山

45 ハイツ麻布 和6帖+和6帖+ 40,000 0 80,000 40,000 駐車代（1,000円）,駐輪場有 後藤　由紀

〒441-8151 K8帖 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-0226

豊橋市曙町測点3-1 大学まで 3.0km 080-5128-1167

●留学生可 最寄のバス停：測点

46 ハイツ サーティワン 和6帖+K 20,000 0 0 0 駐車場有,駐輪場有 山下　　隆

〒441-8063　　　男子のみ！ 冷暖房, 冷蔵庫,電子ﾚﾝｼﾞ,ﾃﾚﾋﾞ

豊橋市橋良町東郷20-4 洋6帖+K 20,000 0 0 0 大学まで 6.2km

●留学生可 最寄のバス停：南山田

47 ハイツ橋良 和6帖+DK4帖 25,000 2,000 0 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 石田　喜章

〒441-8063 テレビアンテナ，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0536-87-2025

豊橋市橋良町平野1-13 大学まで 6.2km

●留学生可

48 ハイツ幸 洋6帖+K4.5帖 30,000 0 0 30,000 駐輪場有 黍嶋　和代

〒441-8151 冷暖房,冷蔵庫,洗濯機,ﾚﾝｼﾞ 0536-85-1651

豊橋市曙町測点51-5 090-7916-6665

●留学生可 大学まで 3.2km

49 ハダノ 和10帖+K 20,000 0 0 0 冷暖房有り 羽田野　精司

〒441-8018 豊橋駅まで徒歩７分 0532-31-9027

豊橋市花田三番町22-7

●留学生可

50 ビクトワールソレイユ 洋7帖+K3帖 30,000 2,000 0 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有

〒440-0858 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾎﾝ，BSｱﾝﾃﾅ，光回線

豊橋市つつじが丘3-31-3 大学まで 5km

●留学生可

51 フォーブル曙 洋6帖+K 29,000 1,000 58,000 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 内藤　恵美子

〒441-8151 冷暖房，ガスコンロ，照明器具 090-1568-8737

豊橋市曙町測点25-2 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-31-3738

●留学生可 大学まで 2.5km

52 フラワーハイツ 洋8帖+K3帖 28,000 0 50,000 40,000 駐車場有，駐輪場有 水村　　昇

〒441-3201 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-46-6796

豊橋市東七根町西宝地道198-99 洋8帖+K3帖 25,000 0 50000 40,000 大学まで 0.9km

●留学生可

53 マンション鈴一 洋５帖+K 21,000 0 0 0 駐車代（4,000円）,駐輪場有 鈴木　廣

〒441-8043 冷暖房，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-3130

豊橋市高師石塚町石塚21-1 洋６帖+K 24,000 0 0 0 大学まで 6.4km

●留学生可

0532-46-7253
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54 宮の森ハイツ 洋8帖+K 36,000 0 72,000 36,000 駐車場有,駐輪場有　H25年ﾘﾌｫｰﾑ済 芳賀　不二男

〒441-8155 冷暖房，ｳｫｼｭﾚｯﾄ, 0532-45-2505

豊橋市芦原町芦原44-1 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ契約は各自

大学まで 5.0km

55 西幸荘 和8帖+K 30,000 10,000 0 30,000 駐車代(3,000円),駐輪場有 伊藤　善子

〒441-8113 水道代は共益費に含む 0532-45-0050

豊橋市西幸町幸77-3 冷房,,洗濯機，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄは各自で申込

●留学生可 大学まで 5.0km

56 ミユキハイツ 和6帖+K3帖 33,000 2,000 33,000 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 彦坂　末子

〒441-8113　　　男性のみ！ 冷暖房,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,ｹｰﾌﾞﾙ線有 0532-45-0996

豊橋市西幸町笠松140-6 大学まで 3.9km 090-7605-5210

●留学生可 最寄りのバス停：南消防署前

57 メゾン三本木 洋6帖 27,000 2,000 27,000 27,000 駐車代（2,500円）,駐輪代（500円） 髙橋霊子

〒441-8152 光熱水料各自，冷暖房 090-8499-2508

豊橋市三本木町新三本木55-9 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

●留学生可 大学まで2㎞

58 山岸荘　　　 和6帖+K 28,000 2,000 0 0 駐車場有,駐輪場有 山岸　　孝

〒441-8153　　　男性のみ！ 冷暖房，洋ﾀﾝｽ 0532-45-2235

豊橋市高師本郷町榎1-14 大学まで 3.0km

59 弥生荘 25,000 2,000 0 0 駐輪場有 石田　喜章

〒441-8106 冷暖房,TVアンテナ，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0536-87-2025

豊橋市弥生町東豊和72-6 大学まで 4.6km,最寄のバス停：北山 090-5035-4337

●留学生可

60 ラヴィエセゾンⅡ 洋8.7帖+K 40,000 3,000 80,000 0 駐車代（3,000円），駐輪場有 天野　美幸

〒441-8122 冷暖房,BSアンテナ,光ファイバー 090-2946-9869

豊橋市天伯町美吉38-1 大学まで 0.5km

61 レーベンハイム新三本木 洋8帖+K3帖 39,000 3,000 0 0 駐車代(3,000円),駐輪場有 大林　二郎

〒441-8152 冷暖房,BSｱﾝﾃﾅ,ｲﾝﾀｰﾎﾝ 0532-31-8533

豊橋市三本木町新三本木13-4 高速光ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ対応 090-3854-9429

●留学生可 大学まで 3.0km

62 ロージーワン北山 洋8帖+K 38,000 2,000 38,000 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 伊藤　武彦

〒441-8112 冷暖房,ﾐﾆ冷蔵庫,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0533-88-5138

豊橋市牧野町牧野26-100 大学まで 4.2km

●留学生可 最寄のバス停：北山

63 プレシオーサ・シズ 45,000 3,000 45,000 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 大林　二郎

〒441-8106 冷暖房,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-31-8533

豊橋市弥生町字仲原53-2 大学まで 3.8km 090-3854-9429

●留学生可

64 シャトレ高柳 洋6帖＋Ｋ 28,000 0 28,000 0 駐車代（2,000円）,駐輪場有 高柳賢治

〒441-8042 冷暖房,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可，IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ 0532-74-1529

豊橋市小池町鍵田60-1 大学まで 6km

洋7帖+LDK10
帖

和7.5帖+和7.5
帖+K
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■仲介業者取扱物件

　　（●有料駐車場（月1,000円～10,000円），　○無料(家賃込)駐車場，　記載なし－駐車場なし）

℡0532-　38　－　8181　　

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離・共益費

備　考

メゾンドアミー 留:可 441-8042 エアコン有　バストイレ同　　ネット有

豊橋市小池町76-1 大学まで　5.9km,　共益費.3,500円

メゾン・ド・ラパン 留:可 〒441-8044 エアコン有　バストイレ同　　ネット有

豊橋市南小池町28-6 大学まで　5.8km,　共益費4,000円

メゾン・ド・シャトー 留:可 〒441-8106 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市弥生町字西豊和6-1 大学まで　4.9km,　　共益費5,000円

フォレスト小池 留:可 〒441-8043 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市高師石塚町石塚7-1 大学まで　4.9km,　　共益費5,000円

サンエバーマツヨシ 留:不可 〒441-8043 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市高師石塚長字石塚35-4 大学まで 5km,  共益費無

トップヒル 留:不可 〒441-8151 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

洋6(月4000円） 豊橋市曙町字測点20-2 大学まで4.1㎞　共益費3､000円

ユトリロ柱九番町 留:可 〒441-8055 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市柱九番町70-1 大学まで 6.0km,  共益費3,000円

レオパレス小池第3 留:可 〒441-8044 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市南小池町28-5 大学まで 5.8km,  共益費2,000円

プラザ・ドゥ・ラルゴ 留:可 〒441-8036 エアコン有　バストイレ別　　ネット無

豊橋市東橋良町25-4 大学まで6.8ｋｍ　共益費無

メゾン三本木 留:可 〒441-8152 エアコン有　バストイレ同　ネット無

豊橋市三本木町字新三本木55-9 大学まで3.8ｋｍ　共益費3,000円

メッカ天白 留:可 〒441-8122 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市天伯町字高田山128 大学まで　1.5km,　　共益費2,000円

エステート浜道 留:可 〒441-8117 エアコン無　バストイレ同　　ネット無

豊橋市浜道町字北側10-1 大学まで  2.4km,   共益費2000円

ユトリロつつじが丘 留:可 〒440-0858 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市つつじが丘2丁目8-1 大学まで5.8km,　共益費2,000円

ユトリロスター 留:可 〒441-8152 エアコン有　バストイレ同　　ネット有

豊橋市三本木町字元三本木9-1 大学まで 3.5km ,  共益費・無

リード豊橋Ⅱ 留:可 〒441-8107 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市南栄町字空池63-10 大学まで 5.0km,  共益費2000円

セレブ曙 留:可 〒441-8151 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市曙町字若松87-2 大学まで 3.5km,   共益費3,000円

エスティーム高師 留:可 〒441-8156 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

豊橋市高師町字西沢46-1 大学まで 4.4km ,  共益費3,000円

ユトリロ草間 留:可 〒441-8141 エアコン有　バストイレ同　　ネット有

豊橋市草間町字二本木32 大学まで  7km,  共益費2000円

向坂ハイツ 留:不可 〒441-8036 エアコン有　バストイレ別　ネット無

豊橋市東橋良町13 大学まで6.9ｋｍ　共益費1,000円

ノアーズハウスⅢ 留:可 〒441-8151 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市曙町字松並203 大学まで  4.4km,  共益費無

グリーンパーク 留:可 〒440-0853 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市佐藤1丁目18-5 大学まで 3.5km,   共益費3,000円

コスモ２１大清水 留:不可 〒441-8132 エアコン　バストイレ別　　ネット無

豊橋市南大清水町字元町73-4 大学まで  5.1km,   共益費2000円

　・紙面の都合上，取扱物件は一部しか掲載していませんので，その他物件は各仲介業者にお問い合わせください。

　・駐車場の有無は取扱物件名欄に記載しています。

業者名 エイブルＦＣ豊橋南店本店　㈱エムケイホーム 電話番号

住　所 〒441-　8052

URL http://www.eoheya.net

備　考 お部屋探しはエイブルへ！　最寄りの駅までお迎えにあがります！　

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

18,000 18,000 0 18,900
洋6　オートロック

19,000 0 19,000 19,950
洋6.5＋Ｋ

19,000 19,000 0 19,950
洋8●(月6300円)　ｵｰﾄﾛｯｸ

22,000 0 22,000 23,100
洋8●(月6300円)　ｵｰﾄﾛｯｸ

22,000 0 0 28,350
洋6＋ｋ

24,000 40,000 0 29400

25,000 25,000 25,000 26,250
洋7.5

25,000 25,000 25,000 26,250
洋6＋Ｋ＋ロフト

27,000 0 27,000 28,350
洋6

27,000 54,000 27,000 28,350
洋７●（3,000円）

28,000 56,000 0 31,500
洋6＋Ｋ●（月2,000円）

28,000 28,000 28,000 31,500
洋8＋Ｋ●(月2,000円)

29,000 29,000 29,000 33,600
洋11●（月3,000円）

29,000 29,000 29,000 35,700
洋8＋Ｋ●(月5,000円)

29,000 0 29,000 30,450
洋6＋Ｋ

29,000 29,000 29,000 35,700
洋6.5●(月5,250円)

29,000 58,000 0 33,600
洋8＋Ｋ●(月3150円)

29,000 29,000 29,000 30,450
洋6＋Ｋ●(月3,000円)

30,000 0 0 31,500
洋6＋ＤＫ5●(月2,000円)

30,000 60,000 30,000 31,500
洋6＋Ｋ＋ロフト　

30,000 60,000 30,000 35,700
洋6.5●(月5,250円)

30,000 60,000 30,000 31,500
洋9.8●(月5,000円)



クレール西高師 留:可 〒441-8154 エアコン有　バストイレ別　　ネット無

豊橋市西高師町字沢向114-1 大学まで 4.3km,  共益費3,000円

エステート浜道 留:可 〒441-8117 エアコン無　バストイレ同　　ネット無

豊橋市浜道町字北側10-2 大学まで  2.4km,   共益費2000円

ラ・ヴェルデ・プリーモ 留:可 〒441-8151 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市曙町字南松原101-2 大学まで 3.3km ,   共益費有・無

ＳＵＷＡＮＲＯＯＭ 留:可 〒441-8055 エアコン有　バストイレ別　　ネット無

豊橋市柱九番町115 大学まで 4.3km,  共益費3,000円

ユトリロジョイ 留:可 〒441-8035 エアコン有　バストイレ同　　ネット有

豊橋市有楽町78 大学まで 6.7km,   共益費2000円

ラ・メゾン・ハヤシ 留:不可 〒441-8048 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市西小池町52 大学まで  6.6km,   共益費無

エスティーム西高師 留:可 〒441-8154 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

豊橋市西高師町字沢向114-2 大学まで4.3km,  共益費3,000円

セザンヌ三本木 留:可 〒441-8152 エアコン有　バストイレ別　　ネット無

豊橋市三本木町新三本木 大学まで3.6km,　共益費2,000円

フォーブル西小池 留:可 〒441-8034 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市村松町12 大学まで6.0km,　共益費3,000円

柱一番館 留:不可 〒440-0814 エアコン有 バストイレ別　ネット無

豊橋市柱一番町106-1 大学まで6.2ｋｍ　共益費2,000円

サンシャイン瓦町 留:不可 〒440-0825 エアコン無　バストイレ同　　ネット無

豊橋市瓦町109 大学まで　7.5km,　共益費・無

曙ハイツ 留:可 〒441-8151 エアコン無　バストイレ別　ネット無

豊橋市曙町字字測点50-4 大学まで3.9ｋｍ　共益費無

グリーンステージわたなべ 留:可 〒440-0814 エアコン有　バストイレ別　ネット無

豊橋市前田町二丁目14-8 大学まで7.9ｋｍ　共益費2,000円

レリブ草間 留:不可 〒441-3147 エアコン有　バストイレ別　　ネット有

豊橋市草間町字平東130-3 大学まで5.4km,　　共益費3,000円

ヒルズ向坂 留:不可 〒441-8055 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

豊橋市柱九番町43番地 大学まで6.1km,　　共益費2,000円

マンションミカワ 留:不可 〒440-0853 エアコン有　バストイレ同　ネット無

豊橋市佐藤２丁目3-13 大学まで5.9km,　共益費無

リヴェール大岩 留:不可 〒441-3147 エアコン有　バストイレ別　　ネット有

豊橋市大岩町字車田15-8 大学まで3.3km,　　共益費2,000円

スリーエム豊栄 留:不可 〒441-3125 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

豊橋市豊栄町字東312-4 大学まで　2.3km,　　共益費2,000円

グリーンヒルフタバ 留:可 〒441-8122 エアコン有　バストイレ別　　ネット有

豊橋市天白町字泉11 大学まで　2.5km,　共益費１,000円

セザンヌ細谷 留:可 〒441-3113 エアコン有　バストイレ別　　ネット有

豊橋市細谷町字山ノ田17-69 大学まで　4.5km,　 共益費2,000円

カーサコスモ 留:可 〒441-8106 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

豊橋市弥生町字東豊和28-2 大学まで　4.5km,　　共益費・無

コーポ石塚 留:不可 〒440-0075 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

豊橋市花田町字石塚50-3 大学まで　7.7km,　　共益費・無

セザンヌ大岩 留:可 〒441-3147 エアコン有　バストイレ別　　ネット有

豊橋市大岩町字大穴60-1 大学まで3.7km,　　共益費2,000円

セザンヌ野依2 留:可 〒441-8124 エアコン有　バストイレ別　ネット有

豊橋市野依町字西物草12-24 大学まで4.0ｋｍ　共益費2,000円

シェルブール 留:不可 〒440-0858 エアコン有　バストイレ別　　ネット無

豊橋市つつじが丘3丁目2-14 大学まで　5.9km　,共益費4,000円

エスペランサステージⅡ 留:不可 〒441-8142 エアコン有　バストイレ別　　ネット無

豊橋市向草間字向西64-1 大学まで　5.5km,　共益費2,000円

メッカ天白 留:可 〒441-8122 エアコン有　バストイレ同　　ネット無

豊橋市天伯町字高田山128 大学まで　1.5km,　　共益費2,000円

アストラﾍﾘｵｽ 留:可 〒441-8122 エアコン有　バストイレ別　　ネット有

豊橋市天伯町字春日野124 大学まで　1.1km,　　共益費2,000円

グリーンパークⅠ 留:不可 〒441-8157 エアコン有　バストイレ別　ネット無

豊橋市上野町字新上野75-6 大学まで4.4ｍ　共益費無

32,000 64,000 0 37,800
洋6●（月4,200円）

32,000 32,000 32,000 35,700
洋8＋Ｋ●(月2,000円)

32,000 64,000 0 38,850
洋6＋Ｋ●(月5,250円)

33,000 66,000 0 34,650
洋6●（月4,200円）

33,000 33,000 33,000 34,650
洋6

33,000 66,000 0 34,650
洋7○

33,000 66,000 0 37,800
　和7＋K●（月3,150円）

33,000 66,000 33,000 34,650
洋8.1＋Ｋ

33,000 50,000 0 38,850
和6●（月3,000円）

35,000 70,000 35,000 36,750
洋6＋Ｋ●（月5,000円）

35,000 0 0 36,750
洋6＋Ｋ

35,000 35,000 35,000 36,750
洋3.5＋洋5＋Ｋ4.5○

35,000 70,000 35,000 36,750
洋6＋Ｋ●（月3,000円）

35,000 0 0 36,750
洋10.5　Ｋ●

35,000 0 0 39,900
洋8ＤＫ6●（月3,000円）

35,000 35,000 35,000 36,750
洋7.5＋Ｋ○

35,000 0 0 39,900
洋10ﾛﾌﾄ3.5＋K○（月3,000円）

35,000 70,000 35,000 38,850
ＤＫ6＋洋6・6●（月2,000円）

35,000 35,000 35,000 38,850
和6＋Ｋ●（月2,000円）

35,000 35,000 35,000 37,800
洋9.6＋Ｋ●（月1,000円）

35,000 70,000 35,000 36,750
洋7＋ＤＫ5

36,000 72,000 37,800
和6＋Ｋ

36,000 36,000 36,000 39,900
洋9.6　Ｋ＋ﾛﾌﾄ●（月2,000円）

40,000 36,000 36,000 37,850
洋10ﾛﾌﾄ3.5＋K○（月2,000円）

36,000 36,000 36,000 42,000
洋8＋K＋ﾛﾌﾄ3●（月4,000円）

36,000 0 0 40,950
洋9＋Ｋ

36,000 74,000 0 39,900
洋6＋Ｋ●（月2,000円）

37,000 74,000 0 38,850
洋9.2＋Ｋ３

38,000 38,000 38,000 39,900
洋8○



コーポラスセレクション 留:不可 〒441-8056 エアコン有　バストイレ別 ﾛﾌﾄ

豊橋市柱八番町74 大学まで　6.3km　,共益費無

ミューズイン天伯 留:可 〒441-8032 エアコン有　バストイレ別　　ネット無

豊橋市天白町字三和９５－１ 大学まで 1km　,共益費3000円

サンセール豊栄 留:可 〒441-3125 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

豊橋市豊栄町３１２－１２ 大学まで　2.5km　,共益費3000円

アメーヌ北山 留:不可 〒441-8105 エアコン有　バストイレ別　ネット無

豊橋市北山町字東浦１４－１ 大学まで　5.3km　,共益費2000円

シティハイムナカニシ 留:可 〒441-8036 エアコン有　バストイレ別　ネット無

１K　洋7.5Ｋ2●（月3000円） 豊橋市東橋良町２２－１ 大学まで　6.8km　,共益費1000円

セザンヌ雲谷 留:可 〒441-3103 エアコン有　バストイレ別　ﾛﾌﾄ　ネット

１Ｋ　洋8　Ｋ2●（月1000円） 豊橋市雲谷町字上ノ山229-4 大学まで6.6km　,共益費2000円

グランシャリオⅠ 留:不可 〒440-0843 エアコン有　バストイレ別　ネット

１DＫ　洋8　DK5●（月3000円） 豊橋市東幸町字水神７－４３ 大学まで　4km,　共益費2000円

ヴェルデコート南栄 留:不可 〒441-8107 エアコン有　バストイレ別　ネット無

１Ｋ　洋7　Ｋ3　 豊橋市南栄町空池６７－３ 大学まで5.6km　,共益費3000円

セザンヌ野依 留:可 〒441-8124 エアコン有　バストイレ別 ﾛﾌﾄ　ネット

１Ｋ洋9.6　Ｋ3●（月2000円） 豊橋市野依町字東山１１－１ 大学まで　1.7km　,共益費2000円

セザンヌ西高師 留:可 〒441-8154 エアコン有　バストイレ別　ﾛﾌﾄ　ネット

１R　洋13　 豊橋市西高師町字小谷５３ 大学まで　3.5km　,共益費2000円

セザンヌ高師 留:可 〒441-8156 エアコン有　バストイレ別　ﾛﾌﾄ　ネット

１Ｋ洋8　Ｋ2●（月4000円） 豊橋市高師町字北新切２０５－１ 大学まで4.1km　,　共益費・無

スリーエム豊栄 留:不可 〒441-3125 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

３DＫ洋6・6・6DＫ6●（月2000円） 豊橋市豊栄町字東３１２－８ 大学まで2.5km　,　共益費3200円

ベルシャイン 留:可 〒441-8123 エアコン有　　バストイレ別　　ネット

豊橋市若松町字豊美１１５ 大学まで　２km　,　共益費3000円

セザンヌ野依2 留:可 〒441-8124 エアコン有　バストイレ別　ネット有

豊橋市野依町字西物草12-24 大学まで2.8ｋｍ　共益費2,000円

セザンヌ内張 留:可 〒441-8147 エアコン有　バストイレ別　ﾛﾌﾄ　ネット

豊橋市内張町２－３ 大学まで　6km　,共益費2000円

セザンヌ野依 留:可 〒441-8124 エアコン有　バストイレ別 ﾛﾌﾄ　ネット

１Ｋ洋9.6　Ｋ3●（月2000円） 豊橋市野依町字東山１１－１ 大学まで　1.7km　,共益費2000円

ジナ東海Ⅱ 留:可 〒441-8111 エアコン有　バストイレ別　ネット無

１Ｋ洋8.5　Ｋ2●（月3000円） 豊橋市江島町４８－４ 大学まで 5km,  共益費2000円

スカイルーチェ 留:可 〒441-8122 エアコン有　バストイレ別　　ネット

１K　洋１０　K３　○ 豊橋市天伯町字美吉20－１ 大学まで　０.５km,　　共益費・無

ミューズイン花中 留:可 〒441-8032 エアコン有　バストイレ別

１Ｋ　洋8　Ｋ3●（月4000円） 豊橋市花中町９３－４ 大学まで　7km　,共益費3000円

ガーデンコートOHSHIMIZU 留:可 〒441-8133 エアコン有　バストイレ別　　ネット

１K　洋7ロフト4　K３●（月3000円） 豊橋市大清水町字大清水8-2 大学まで　2.3km,　　共益費・無

ハイツ豊栄 留:不可 〒441-3125 エアコン無　バストイレ別　　ネット無

２DＫ　洋6・6　DＫ7　○ 豊橋市豊栄町字東３１２－９ 大学まで　2.4km,　共益費・無

パラシオン 留:可 〒441-8123 エアコン有　　バストイレ別　　ネット

１Ｋ洋9.2　k4 ○なしは-3000円 豊橋市若松町字北ヶ谷１５７ 大学まで　１.８km,　共益費2500円

ジェンティール松原 留:不可 〒441-8106 エアコン有　バストイレ別

１Ｋ洋8　Ｋ3●（月4000円） 豊橋市弥生町字松原１１－１ 大学まで4.3km,　　共益費2000円

メゾンドノワ 留:不可 〒441-8113 エアコン有　　バストイレ別　　ネット

１DK洋8.6DＫ4.5●（月3000円） 豊橋市西幸町笠松２０８－３ 大学まで4.2km,　　共益費2000円

ドゥプレジール 留:不可 〒440-0858 エアコン有　バストイレ別　　ネット

　　　１Ｋ洋8　Ｋ4●（月3000円） 豊橋市つつじヶ丘２－２８－３３ 大学まで6.3km,　　共益費・無

ヒルトップ上野 留:不可 〒441-8157 エアコン有　バストイレ別

１Ｋ　洋9.1k2.5●（月3150円） 豊橋市上野町字上野１１－１ 大学まで4.5km,　共益費3000円

ＭＫマンション 留:可 〒441-8031 エアコン有　　バストイレ別　　ネット

１R　　洋10 豊橋市中郷町１１６－５ ｵｰﾄﾛｯｸ大学まで7.6km,共益費5000円

ＭＫマンションⅡ 留:可 〒440-0888 エアコン有　バストイレ別　　ネット

１R　　洋9 豊橋市駅前大通３－８７ ｵｰﾄﾛｯｸ大学まで7.9km,共益費5000円

グランディール小池 留:不可 〒441-8042 エアコン有　　バストイレ別　　ネット

１R　洋11.5●（月3000円） 豊橋市小池町字西海戸２０－１ 大学まで6.4km,　共益費4000円

38,000 76,000 0 39,900
１Ｋ洋6ロフト3.5　Ｋ3○

38,000 38,000 38,000 42,000
１K　洋8.3　Ｋ3●（月2000円）

39,000 0 0 45,150
2DK洋6・6DK6●（月4000円）

39,000 0 0 45,150
１ｋ洋8ｋ1.5●（月4000円）

39,000 39,000 0 44,100

39,000 39,000 39,000 42,000

39,000 78,000 0 44,100

39,000 78,000 39,000 40,950

40,000 40,000 40,000 44,100

40,000 40,000 40,000 42,000

40,000 80,000 0 50,400

40,000 80,000 0 44,100

40,000 80,000 4,000 45,150
１Ｋ洋9.5　Ｋ2●（月3150円）

40,000 40,000 40,000 44,100
洋10ﾛﾌﾄ3.5＋K○（月2,000円）

41,000 41,000 41,000 45,150
１Ｒ　洋10　●（月2000円）

41,000 41,000 41,000 45,150

43,000 86,000 43,000 48,300

43,000 86,000 43,000 45,150

43,000 43,000 43,000 49,350

44,000 50,000 44,000 50,400

44,000 0 0 46,200

44,000 93,000 44,000 46,200

44,000 88,000 44,000 50,400

45,000 90,000 45,000 50,400

47,000 94,000 0 52,500

49,000 49,000 0 54,600

49,000 50,000 0 51,450

49,000 50,000 0 51,450

49,000 50,000 49,000 54,600



0532－56－3811

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
メゾン・ド・アミー 留:可 〒441-8042 大学まで6Ｋｍ・共益費3,500円

豊橋市小池町76-1 エアコン・電気コンロ・オートロック

メゾン・ド・シャトー 留:可 〒441-8016 大学まで5Ｋｍ・共益費5,000円

豊橋市弥生町西豊和 エアコン・電気コンロ・オートロック

メゾン・ド・ラパン 留:可 〒441-8042 大学まで6Ｋｍ・共益費4,000円

豊橋市小池町28-6 エアコン・電気コンロ・エレベーター

グリーンハウス小池 留:不可 〒441-8042 大学まで5.6Ｋｍ・町費200円

豊橋市小池町字安海戸55-6 エアコン・冷蔵庫・ガスコンロ・レンジ

ドミトリーシュンエー 留:可 〒441-8107 大学まで5.3Kｍ

豊橋市南栄町字東山244-1 エアコン・ミニ冷蔵庫・電気コンロ

シティハウスカミデンマ 留:可 〒440-0074 大学まで7.0Kｍ

豊橋市上伝馬町128 エアコン・照明・電気コンロ

エステート浜道 留:可 〒441-8117 大学まで2.4Kｍ

豊橋市浜道町字北側10-1 エアコン・照明・電気コンロ

ラ・ヴェルデ・プリーモ 留:可 〒441-8151 大学まで3.3Kｍ

豊橋市曙町南松原101-2 エアコン・照明・電気コンロ

萱町ﾋﾞﾙ 留:不可 〒440-0896 大学まで7.2Kｍ

豊橋市萱町20 エアコン・照明・電気コンロ

ジュネス藤 留:可 〒441-8056 大学まで5Kｍ

豊橋市柱八番町60 エアコン・照明

メッカ天伯区 留:可 〒441-8122 大学まで1.6Kｍ共益費2,000円

豊橋市天伯町高田山128 エアコン

シュンエイ荘 留:可 〒441-8107 38,000 76,000 0 39,900 大学まで5.3Kｍ

豊橋市南栄町字東山244-2 エアコン・洗濯機・ガスコンロ

ベルシャイン 留:可 〒441-8123 41,000 82,000 41,000 43,050 大学まで2.3Kｍ共益費3,000円

洋9.5・K３/Ｐ3,150 豊橋市若松町豊美115 エアコン・照明・コンロ・冷蔵庫・レンジ

　０５３２－３７－１８８１

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離・共益費

備　考

メゾン・ド・シャトー 留:　可 〒441-8106 大学まで5㎞　　　共益費5,000

豊橋市弥生町西豊和6-1 保険　ＡＣ　ＯR光 鍵交換代　築21年

メゾン・ド・ラパン 留:　可 〒441-8044 大学まで5,5㎞　　　共益費4,000

豊橋市南小池町28-6 エアコン　保険　鍵交換代　　築23年

メゾン・ド・アミー 留:　可 〒441-8042 大学まで5,61㎞　　　共益費3,500

豊橋市小池町76-1 保険 エアコン鍵交換代 鉄筋築23年

サンエバーマツヨシ 留:不可 〒441-8043 大学まで5,1㎞　共益費無し

豊橋市高師石塚町石塚35-4 保険12,000 エアコン　ＬＰG　築28年

サンシャイン小池 留:不可 〒441-8042 大学まで5,9㎞　　　共益費2,000

豊橋市原下63-1 保険12,000都市ガス エアコン築29年 

プリンセス鴨田 留:不可 〒441-8047 大学まで6㎞　　　共益なし 退去金有

豊橋市鴨田町23 保険\12,000エアコン ＬＰガス築23年

サンクス中橋良 留:　可 〒441-8037 大学まで6㎞　　共益費なし　学生専用

豊橋市中橋良35-1 保険12,000 エアコン　ＴＶＩＨ　築17年

マンション鈴一 留:不可 〒441-8043 大学まで5,3㎞　　　共益費2,000

豊橋市高師石塚町石塚21-2 保険12,000 エアコン　ＬＰガス築25年

フォレスト小池 留:　可 〒441-8043 大学まで5,7㎞共益費なし　鍵交換料

豊橋市高師石塚町石塚7-1 保険 エアコン ロフト 木造2階築14年

業者名 (有)豊橋駅前不動産 電話番号

住　所 〒440　－0076　　豊橋市大橋通一丁目88-1

U R L ekimaefudousan@carol.ocn.ne.jp

備　考

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

18,000 18,000 0 19,425
洋6・キッチン2/Ｐ無

18,000 18,000 0 19,425
洋7・キッチン2/Ｐ無

20,000 20,000 0 21,000
洋6.5・キッチン2/Ｐ無

25,000 25,000 25,000 26,250
洋6・キッチン3/Ｐ無

28,000 56,000 0 29,400
洋9/駐車場有り2,000円

30,000 30,000 30,000 31,500
洋6・Ｋ2/駐車場無

30,000 30,000 0 31,500
洋8・Ｋ2/駐車場無

32,000 64,000 0 33,600
洋6・Ｋ2/Ｐ5,250円

35,000 35,000 35,000 36,750
洋６・K３/Ｐ無

35,000 70,000 0 37,800
洋6・Ｋ2/Ｐ無

36,000 72,000 0 37,800
洋6・Ｋ2/Ｐ2,000円

和6・ＬＤＫ11.5/駐車場有2,000円

業者名 　　コスモテック株式会社 電話番号

住　所 　〒４４１－８１０４　 豊橋市山田二番町３番地

URL

備　考 　仲介手数料半額（消費税込）になっています。　　気軽に電話ください。　　宜しくお願いします

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

19,000～ 0 0
家賃の
１／２洋6,5＋K　●（6,300)

21,000～ 0 0
家賃の
１／２洋6,5＋K　              

22,000～ 0 0
家賃の
１／２洋6,5＋K　●（6,300)

22,000 0 0 11,000
洋6＋K　　　　

22000～ 30,000 0
家賃の
１／２洋6＋K　●（3,000)

24,000 0 0
家賃の
１／２洋６＋K　●（6000)

25,000～ 25000～ 25000～
家賃の
１／２洋７＋K　●（3,５00)

25,000 50,000 25,000
家賃の
１／２洋6＋K　●（4,000)

25,000 50,000 25,000
家賃の
１／２洋6＋K　●(4,500)



コモック　ピア 留:不可 〒441-8046 大学6㎞共益含ＭＫ冷蔵庫照明有線

豊橋市福岡町50-2 保険ＡＣ　ＩＨシャワレＭ光４階築１７年

コモック　ワン 留:不可 〒441-8046 学5㎞共益含ＭＫ冷蔵庫照明有線

豊橋市山田二番町3 保険ＡＣ　ＩＨシャワレＭ光４階築1８年

外山ハイツ 留:　可 〒441-8042 大学まで5,7㎞　　　共益費なし

豊橋市小池町30 保険12,000 エアコン 都市G築2６年

バロンズコート小松 留:　可 〒441-8109 大学まで5㎞　　　共益費なし

豊橋市小松町１９８－２ 保険12,000 エアコン都市ガス築23年

シャトレ高柳 留:  可 〒441-8042 大学まで6㎞　　　共益費なし

豊橋市小池町鍵田60-1 保険12,000 エアコン　LPG 築2９年

エステート浜道 留:  可 〒441-8117 大学まで2,3㎞　　　共益費2,000

豊橋市浜道町北側10-1 保険　ＬＰG 鉄骨3階 東向 築27年

ラ・ベルデプリーモ 留:  可 〒441-8151 大学まで3,3㎞　　　共益費なし

豊橋市曙町南松原101-2 保険エアコン鉄筋町費500/月築20年

ユトリロスター 留:　可 〒441-8152 大学まで2,8㎞　　　共益費2,000

豊橋市三本木9-1 保険 本棚マンショ光 ＬＰG築22年

サンシャイン東橋良 留:不可 〒441-8103 大学まで5,8㎞　  共益費なし

豊橋市有楽町41 保険12,000　AC　都市ガス築24年

ユトリロつつじが丘 留:可 〒440-8046 大学まで6.3㎞　共益費2,000

豊橋市つつじが丘二丁目８－１ 保険　エアコン　築２１年

パナハイツ中央牧野 留:不可 〒441-8112 大学まで5,4㎞　　　共益費なし

豊橋市牧野町50 保険15,000都市G プレハブ築年28年

プチハイツ伊東 留:　可 〒441-8037 大学まで6,1㎞　　　共益費無し

豊橋市中橋良50 保険12,000エアコン 都市ガス築2９年

グリーンパーク 留:不可 〒441-8011 大学まで6㎞　共益費なし　南向き

豊橋市佐藤一丁目18－5 保険　エアコン　鉄筋コンクリート造　築25年

スワンルーム 留:不可 〒441-8055 大学まで6㎞　　　共益費なし

豊橋市柱九番町116 保険12,000 AC LPG セパ 築2８年

マンションあうるず 留:可 〒441-8044 大学まで5.8㎞　共益費3,150　鍵交換代

豊橋市南小池町68-2 保険ＡＣ照明　冷蔵庫ＲＣ　築13年

ヴェルジュ若草 留:可 〒441-8044 大学まで1,8㎞　  共益費2,000

豊橋市南小池町54 保険 エアコン ＬＰG ＴＶＩＨ築29年

0532－46－2602

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離・共益費

備　考

サンシティヤマモト 留:可 〒441-8141 大学まで6.1ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市草間町字二本松98 1985年築、ｴｱｺﾝ

シティハイムナカニシB 留:可 〒441-8036 大学まで6.6ｋｍ、共益費1,500円

豊橋市東橋良町22－1 1990年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ドーミトリーシュンエー 留:可 〒441-8107 大学まで5.2ｋｍ、共益費無

豊橋市南栄町字東山244-1 1983年築、ｴｱｺﾝ、洗濯機

メゾン岬 留:可 〒441-8036 大学まで6.5ｋｍ、共益費無

豊橋市東橋良町26 1986年築、ｴｱｺﾝ

グリーンパーク 留:可 440-0853 大学まで6.8ｋｍ、共益費無

豊橋市佐藤一丁目18番地5 1987年築、ｴｱｺﾝ

シティハイムナカニシA 留:可 〒441-8036 大学まで6.6ｋｍ、共益費1,500円

豊橋市東橋良町22ｰ1 1990年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

岬荘 留:可 〒441-8064 大学まで6.5ｋｍ、共益費無

豊橋市富本町字東郷22-4 1996年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

コーポ藤沢 留:可 〒441-8061 大学まで6.9ｋｍ、共益費無

豊橋市藤沢町167 1989年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ベルメゾン小松 留:可 〒441-8109 大学まで5.2ｋｍ、共益費無

豊橋市小松町９ 1990年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

25000～ 2ヶ月 0 0
洋6.5＋K　●（4,000)

２６000～ 2ヶ月 0 0
洋6.5＋K　●（4,000)

26,000 0 26,000
家賃の
１／２和6＋K　　　　

28,000 28,000 0 14,000
洋6,5＋K　　　　

28,000 28,000 28,000 14,000
洋6＋K　●（2,000)

28,000～ １ヶ月 0
家賃の
１／２洋8＋K　●（2,000）

28,000 56,000 0 14,000
洋６＋K　●（5,250)

29,000 29,000 29,000
家賃の
１／２洋6,5＋K　　　 　

37,000 74,000 37,000 18,500
洋6＋K　●（3,000)

29,000 29,000 29,000
家賃の
１／２　　　　　　　　　　　　　　　洋１１●（３，０００）

30,000 60,000 0 15,000
　　　　　　　　　　和６＋K　○　　　　

30,000 30,000 30,000
家賃の
１／２和6＋ＤK　●（4,000)

30,000 60,000 0
家賃の
１／２　　　　　　　　　　　　　　洋6＋Ｋ●（5,000）

31,000 62,000 0
家賃の
１／２洋8＋K　●（3,000)

33.000～ 33.000～ 0
家賃の
１／２洋6＋K●（5,000)

35,000 70,000 0
家賃の
１／２洋１０＋K　●（３,000)

業者名 有限会社栄地所 電話番号

住　所 〒441-8063　豊橋市橋良町字向山4番地9

URL http://www18.ocn.ne.jp/～sakae

備　考 2年毎の契約更新料無し。2DK以上はルームシェア可。

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

25,000 25,000 0 26,250
洋6＋DK4.5●（3,000円）

27,000 27,000 0 0
洋6＋DK4.5●（3,000円）

28,000 56,000 0 29,400
洋6＋DK4.5●（2,000円）

30,000 30,000 30,000 31,500
洋8＋ＤK5.5●（3,000円）

30,000 60,000 0 31,500
洋６＋K●（4,000円）

32,000 32,000 0 0
LDK10●（3,000円）

32,000 32,000 32,000 33,600
洋8.5＋K3●（3,000円）

36,000 72,000 36,000 37,800
洋6＋K2○

38,000 38,000 38,000 39,900
洋8＋K3+ﾛﾌﾄ4●（3,000円）



エスティーム潮崎 留:可 〒41-8069 大学まで6.8ｋｍ、共益費無

豊橋市潮崎町100 1997年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

シュンエイ荘 留:可 〒441-8107 大学まで5.2ｋｍ、共益費無

豊橋市南栄町字東山244-2 洗濯機、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

グランアルブル 留:可 〒441-8042 大学まで6.5ｋｍ、共益費3,000円

豊橋市小池町字原下58-1 1993年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ベルメゾン小松 留:可 〒441-8109 大学まで5.2ｋｍ、共益費無

豊橋市小松町9 1990年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

小松マンション 留:可 〒441-8105 大学まで3.7ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市曙町字若松137 1977年築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

エスティーム柱 留:可 〒441-8055 大学まで5.9ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市柱九番町35 1979年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ハイツナカハマ 留:可 〒441-8065 大学まで6.1Km、共益費1,000円

豊橋市中浜町218 1977年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

コーポ宮西 留:可 〒441-8058 大学まで6.7ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市柱六番町47-1 1990年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

牧野町戸建 留：可 〒441-8112 大学まで4.5Km、共益費無

豊橋市牧野町119 昭和築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

シャトー道 留:可 〒441-8106 大学まで4ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市弥生町字西豊和4－6 1980年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

MINAKATA 留：可 〒441-8102 大学まで6Km、女性専用

豊橋市山田一番町138－3 2007年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

第二南栄ハイツ 留:可 〒441-8107 大学まで5.2ｋｍ、共益費無

豊橋市南栄町字東山236 1975年築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

マンションミツヤ 留:可 〒441-8151 大学まで3.2Km、共益費無

豊橋市曙町字南松原140 1984年築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ハイツ南山田 留:可 〒441-8109 大学まで5.2ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市小松町字北郷76 1984年築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ディアス中橋良 留:可 〒441-8036 大学まで6.6ｋｍ、共益費2,500円

豊橋市東橋良町74 1999年築、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

レジデンスしらい 留:可 〒441-8104 大学まで6ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市山田二番町12 1987年築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ハイツ明和 留:可 〒441-8106 大学まで4ｋｍ、共益費無

豊橋市弥生町字東豊和142 1980年築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

ハイツ青山５ 留:可 〒441-8151 大学まで3ｋｍ、共益費無

豊橋市曙町字測点125 1981年築、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

　　　0532－56－2259

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
コスモ21有楽 留:可 〒441-8035 大学まで7.6km、共益費2,000円

豊橋市有楽町100-1 火災保険15,000円、エアコン、冷蔵庫

エステート浜道 留:可 〒441-8117 大学まで2.4km、共益費2,000円

豊橋市浜道町字北側10-1 火災保険12,000円、エアコンなし

コスモ21大清水 留:可 〒441-8132 大学まで6.3km、共益費2,000円

豊橋市南大清水町字元町73-4 火災保険15,000円、エアコン、冷蔵庫

ミューズイン藤沢 留:可 〒441-8061 大学まで7.7km、共益費1,000円

豊橋市藤沢町8 火災保険15,000円、エアコン、冷蔵庫

ミューズイン藤沢 留:可 〒441-8061 大学まで7.7km、共益費1,000円

豊橋市藤沢町8 火災保険15,000円、エアコン、冷蔵庫

ミューズイン天伯 留:可 〒441-8122 大学まで1.8km、共益費3,000円

豊橋市天伯町字三和95-1 火災保険12,000円、エアコン、冷蔵庫

ミューズイン花中A棟 留:可 〒441-8032 大学まで7.5km、共益費3,000円

豊橋市花中町93-4
火災保険12,000円,エアコン,洗面化粧
台

35,000 35,000 0 36,750
洋8.3＋K●（2,000円）

39,000 39,000 0 40,950
洋8＋K●（4,000円）

31,000 31,000 0 32,550
洋6＋K＋ロフト●(5,000円）

32,000 32,000 0 33,600
洋6＋K＋ロフト●(5,000円）

28,000 28,000 0 29,400
洋8＋K●（2,000円）

30,000 60,000 0 31,500
洋6＋K＋ロフト

備　考

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

25,000 50,000 0 26,250
洋6.3＋K＋ロフト

業者名 　　有限会社　　申　源 電話番号

住　所 〒　440－0888　　豊橋市駅前大通3丁目83　　申源ビル3F


U R L http://www.shingen.info/

38,000 38,000 38,000 39,900
洋8＋K4●(3,500円)

39,000 78,000 0 40,950
和6＋LDK11.5●(2,000円)

39,500 39,500 0 41,475
洋8＋K4○

40,000 40,000 40,000 42,000
LDK11.5+ﾛﾌﾄ4●（3,000円）

40,000 80,000 40,000 42,000
洋6+洋5＋LDK14.5●(4,000円)

40,000 80,000 40,000 42,000
和6+洋6＋DK6●(4,000円)

40,000 80,000 40,000 42,000
洋6＋洋6＋洋4.5＋ＤＫ7.5（4,000円）

41,000 82,000 41,000 43,050
洋6＋DK4.5○

43,000 86,000 43,000 45,150
和6＋和6＋洋4.5＋ＤＫ5○

44,000 88,000 0 46,200
洋6+洋6＋DK9●(4,000円)

45,000 90,000 45,000 47,250
洋8＋Ｋ3○

45,000 135,000 45,000 47,250
和6+和4.5+洋6＋DK4○

46,000 92,000 46,000 48,300
洋6＋和6＋和＋ＤＫ●（4,000円）

46,000 92,000 46,000 48,300
和7+洋6+洋4.5＋DK4.5●(3,000円)

48,000 96,000 48,000 50,400
和6＋ＬDK13●(4,500円)

48,000 96,000 48,000 50,400
和6+和6＋洋6+DK6●(4,000円)

50,000 100,000 50,000 52,500
和6+洋6＋LDK12○

50,000 150,000 50,000 52,500
和6+洋6＋LDK12○

http://www.shingen.info/


ミューズイン花中A棟 留:可 〒441-8032 大学まで7.5km、共益費3,000円

豊橋市花中町93-4
火災保険12,000円,エアコン,洗面化粧
台

ミューズイン花中B棟 留:可 〒441-8032 大学まで7.5km、共益費3,000円

豊橋市花中町93-29 火災保険12,000円,エアコン,洗面化粧台

　0532－52－8855

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
アイリス小池 留:可 〒441-8042 大学まで約6ｋｍ　共益費2,000円

豊橋市小池町字西海戸67-1 バス、トイレ別、エアコン、照明、インターホ

シングル弥生 留:不可 〒441-8106 大学まで約4ｋｍ　共益費2,000円

豊橋市弥生町字西豊和37-5 バス、トイレ別、エアコン、インターホン

第3北谷荘 留:可 〒441-8044 大学まで約5.5ｋｍ　共益費込

豊橋市南小池町８８－１ バス、トイレ別、エアコン、照明

ドミールM 留:不可 〒441-8044 大学まで約5.5ｋｍ　共益費　込

豊橋市南小池町75 3点ユニット、エアコン、2口ガスコンロ

メゾンテンプル 留:可 〒441-8107 大学まで約4.5ｋｍ　共益費　2,000円

豊橋市南栄町字空池29-8 バス、トイレ別、エアコン、電気コンロ

柱三番館 留:可 〒441-8036 大学まで約6ｋｍ　共益費2,000円

豊橋市東橋良町41 エアコン、照明、ガスコンロ、室内物干し

第2北谷荘 留:可 〒441-8044 大学まで約5.5ｋｍ　共益費込

豊橋市南小池町88-2 バス、トイレ別、エアコン

シャトレ高柳 留:不可 〒441-8042 大学まで約6ｋｍ　共益費込

豊橋市小池町鍵田60-1 3点ユニット、クーラー、照明、電気コンロ

グリーンステージ三和 留:可 〒441-8122 大学まで徒歩10分　共益費3,800円

豊橋市天伯町三和97番地
バス、トイレ別、エアコン、照明、インターホ
ン

サンハイツ長坂 留:可 〒441-8117 大学まで徒歩32分　共益費込

豊橋市浜道町字北側50-1 バス、トイレ別、エアコン、1口ガスコンロ

シングル鍵田 留:不可 〒440-0856 大学まで約5.5ｋｍ　共益費込

豊橋市鍵田町55-5 バス、トイレ別、エアコン、モニターホン

グリーンヒル若松 留:可 〒441-8123 大学まで徒歩25分　共益費3,500円

豊橋市若松町字北ケ谷47-1 バス、トイレ別、エアコン、ガスコンロ、照明

サンライフ西中山 留:不可 〒441-8063 大学まで約5.5ｋｍ　共益費込

豊橋市橋良町西中山1-27
バス、トイレ別、エアコン、IHクッキングヒー
タ

シンフォニースクエアー 留:可 〒441-8103 大学まで約4.8ｋｍ　共益費2,000円

豊橋市山田三番町10番地 バス、トイレ別、エアコン、2口ガスコンロ、照明

ブリリアント 留:可 〒441-8155 大学まで約3.5ｋｍ　共益費2,000円

豊橋市芦原町字芦原41-5 バス、トイレ別、エアコン、1口ガスコンロ、照明

エスティーム天伯 留:可 〒441-8122 大学まで徒歩3分　共益費1,000円

豊橋市天伯町字六ツ美3-4 バス、トイレ別、エアコン、照明、

レジデンスみなみ 留:可 〒441-8106 大学まで約4.5ｋｍ　共益費3,200円

豊橋市弥生町字東豊和74-1 バス、トイレ別、エアコン、照明、1口ガスコンロ

クレセールミユキ 留:可 〒441-8113 大学まで約3.2ｋｍ　共益費3,500円

豊橋市西幸町字東脇177-4 バス、トイレ別、エアコン、1口ガスコンロ

M＆I　HOUSE 留:可 〒441-8122 大学まで徒歩6分　共益費3,800円

豊橋市天伯町字中里66-1 バス、トイレ別、エアコン、1口ガスコンロ、照明

シャネル 留:可 〒441-8042 大学まで約5.5ｋｍ　共益費3,000円

豊橋市小池町10-2 バス、トイレ別、エアコン、1口ガスコンロ

Brilliant上原 留:不可 〒441-8157 大学まで約3,5ｋｍ　共益費3,000円

豊橋市上野町字上原1-4 バス、トイレ別、エアコン、ガスコンロ、シャンプ

レーベンハイム新三本木 留:不可 〒441-8152 大学まで約3.2ｋｍ　共益費2,000円

豊橋市三本木町字新三本木13-4 バス、トイレ別、エアコン、1口ガスコンロ

ブランドヒル 留:可 〒441-8113 大学まで約3ｋｍ　共益費3,500円

豊橋市西幸町字古並205-34 バス、トイレ別、エアコン、2口ガスコンロ

46,000 2ヵ月 0 24,150
洋8＋ｋ3　駐車場1台込　

47,000 0 0 24,675
12.7LDK＋洋4.6＋ｋ　駐3,000円　町費500円

40,000 2ヵ月 0 21,000
洋7＋ｋ2.5＋ロフト　駐3,000円　町費125円

43,000 2ヵ月 0 22,575
洋9.1＋ｋ3　駐4,000円　町費500円

38,000 1ヶ月 0 19,950
洋10＋ｋ3　駐2,100円　町費450円

38,000 19,000
契約一時
金80,000
～

19,950
洋8.1＋ｋ3　駐3,150円

38,000
分担金（初
回のみ）
52,500

0 19,950
洋8＋ｋ4　駐3,000円

38,000 19,000
契約一時
金80,000
～

19,950
洋8＋ｋ2　駐3,150円　

36,000
分担金（初
回のみ）
50,000

0 18,900
洋9＋ｋ3.25　駐車場　無

37,000 1ヶ月 1ヶ月 19,425
洋7＋K2　駐3,000円

34,000～ 1ヶ月 0 17,850
洋8.2＋ｋ3　駐2,100円　町費800円

35,000 2ヵ月 0 18,375
洋6＋ｋ3　駐3,000円　

32,000
分担金（初
回のみ）
50,000

0 16,800
洋4.5＋K2　駐3,000円

33,000 50,000 0 17,325
洋8.3＋ｋ3　駐4,000円　町費300円

28,000 1ヶ月 1ヶ月 14,700
洋6＋K　駐2,000円

30,000～ 15,000～
契約一時
金60,000

～
15,750

洋7＋K3.5　駐3,150円

28,000 50,000 0 14,700
洋6＋K2　駐4,000円　

25,000 2ヵ月 0 13,125
洋6＋K2　駐車場　無

28,000 50,000 0 14,700
6（洋・和）＋K3　駐2,000円

28,000
分担金（初
回のみ）
52,500

0 14,700
洋7.5＋K　駐車場　無

25,000～ 50,000 0 13,125
洋7.7＋K2　駐車場　無

27,000 2ヵ月 0 14,175
和6＋DK5.5　駐車場　無

備　考 技科大生の方、仲介手数料は５２，５％です。当店は豊橋駅から徒歩３分。メール：ｂ00038＠nissho-apn.co.jp

※物件の性格上申込みが入ってしまう場合もあります。

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

19,500
分担金（初
回のみ）
52,500

0 10,237
6（洋・和）＋K3　駐3150円　町費300円

業者名 株式会社ニッショー豊橋支店 電話番号

住　所 〒　440－0888　豊橋市駅前大通１丁目３４番地２


U R L http://ｗｗｗ.nissho-apn.co.jp

41,000 41,000 0 43,050
洋8＋K●（4,000円）

41,000 41,000 0 43,050
洋8＋K●（4,000円）

http://www.nissho-apn.co.jp/


0532-37-4777

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
ドミールＭ 留:不可 〒441-8044 大学まで6.1ｋｍ、共益費込

豊橋市南小池75 学生の方は3月25日までに退去

グリーンステージ三和 留:可 〒441-8122 大学まで1.8ｋｍ、共益費3,800円

豊橋市天伯町三和97 エアコン、照明器具

サンハイツ長坂 留:可 〒441-8117 大学まで2.1ｋｍ、共益費込

豊橋市浜道町北側50-1 修理分担金50,000円、エアコン、照明器具

グリーンヒル若松 留:可 〒441-8123 大学まで2.0ｋｍ、共益費3,500円

豊橋市若松町北ヶ谷47-1 エアコン、照明器具、ガスコンロ（1口）

サンコーポ山田Ｂ棟 留:不可 〒441-8102 大学まで5.8ｋｍ、共益費込

豊橋市山田一番町88-1 Ｂ棟のみインターネット1,900円/月使い放題

Ｍ＆Ｉ　ＨＯＵＳＥ 留:可 〒441-8122 大学まで1.2ｋｍ、共益費3,800円

豊橋市天伯町中里66-1 エアコン、照明器具、ガスコンロ（1口）

シンフォニースクエアー 留:可 〒441-8103 大学まで5.6ｋｍ、共益費2,000円

豊橋市山田三番町10 修理分担金50,000円、エアコン、照明器具

レジデンスみなみ 留:可 〒441-8106 大学まで5.1ｋｍ、共益費3,200円

豊橋市弥生町東豊和74-1 エアコン、モニター付インターホン

クレセールミユキ 留:可 〒441-8113 大学まで4.2ｋｍ、共益費3,500円

豊橋市西幸町東脇177-4 エアコン、暖房便座、照明器具

エスティーム天伯Ｂ棟 留:可 〒441-8122 大学まで240ｍ、共益費1,000円

豊橋市天伯町六ツ美1-1 修理分担金52,500円、エアコン、照明器具

ラヴィエ・セゾンⅡ 留:不可 〒441-8122 大学まで480ｍ、共益費3,000円

豊橋市天伯町美吉38 修理分担金50,000円、エアコン

シャネル 留:不可 〒441-8042 大学まで6.2ｋｍ、共益費3,000円

豊橋市小池町10-2 エアコン、ＢＳアンテナ、ガスコンロ（1口）

ブリリアント 留:不可 〒441-8155 大学まで5.2ｋｍ、共益費込

豊橋市芦原町芦原41-5 エアコン、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機

ブルック・ハウス 留:可 〒441-8151 大学まで4.3ｋｍ、共益費3,200円

豊橋市曙町若松3-2 エアコン、ＣＡＴＶ、照明器具

　　　0532－　56－3232

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離・共益費

備　考

ＴＰＯ 留：不可 〒441-8046 6,5ｋｍ　共益費込み、駐車場4,500円

福岡町72 エアコン、共同洗濯機、内装代30,831円

サンヒル南小池 留:可 〒441-8044 5,5ｋｍ　共益費　2,000円

南小池町73-3 エアコン、家具・家電設置可能

イーグル北山 留:可 〒441-8105 4,6ｋｍ　共益費　2,000円

北山町37-6 エアコン、家具・家電設置可能

ルミエール南栄 留:可 〒441-8107 5,１ｋｍ　共益費　2,000円、ネット1,900円

南栄町字空池63-5 エアコン、ロフト、内装代　42,203円

彩季館 留:可 〒441-8106 4.6ｋｍ　共益費　5,000円、コインランドリー

弥生町字東豊和44-5 エアコン、内装代　35,565円

南部ハイツ・ハーティー 留:可 〒441-8106 4,7ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字西豊和67-4 エアコン、家具・家電設置可能

メイコウハイツ弥生 留:可 〒441-8106 4.7ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字西豊和45-1 エアコン、セパレート、ネット1,900円

ウインディー本郷 留:可 〒441-8153 3.4ｋｍ　共益費　2,000円

本郷町字北沢15-3 エアコン、ロフト、、内装代　44,157円
30,000 無 0 52.5%

30,000 無 0 52.5%

30,000 無 0 52.5%

30,000 無 １ヶ月 52.5%

30,000 無 0 52.5%

20,000 無 0 52.5%

25,000 無 0 52.5%

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

19,800 無 0 52.5%

住　所 〒　　440　－0888  愛知県豊橋市駅前大通１丁目４１

URL 携帯　http://m.minimini.jp/　　　パソコンhttp://minimini.jp/h/shop/toyohashi-shop/

備　考 年中無休　営業時間　４月～１２月　１０時～１９時　１月～３月　９時～１９時

43,000 21,500
契約一時金

90,000 22,575
1Ｋ　洋室8.4帖　駐車場3,150円　

業者名 株式会社　ミニミニ豊橋店 電話番号

40,000 80,000 0 21,000
1Ｋ　洋室7帖　ロフト　駐車場3,000円

42,000 42,000 42,000 22,050
1Ｋ　洋室7帖　駐車場込

40,000 0 0 21,000
1Ｋ　洋室8帖　駐車場2,000円

40,000 0 0 21,000
1Ｋ　洋室8.5帖　駐車場3,000円

38,000 19,000
契約一時金

80,000
19,950

1Ｋ　洋室8帖　駐車場3,150円

38,000 38,000 0 19,950
1Ｋ　洋室10帖　駐車場2,100円

35,000 17,500
契約一時金

80,000
18,375

1Ｋ　洋室8.1帖　駐車場3,150円

36,000 0 0 18,900
1Ｋ　洋室9帖　駐車場無

34,000 34,000 0 17,850
1Ｋ　洋室8.2帖　駐車場2,100円

35,000 35,000 35,000 18,375
1Ｋ和室6帖（部屋により洋室）駐車場3,000円

30,000 10,000
契約一時金

66000
15,750

1Ｋ　洋室7帖　駐車場3,150円

32,000 0 0 16,800
1Ｋ　洋室4.5帖　駐車場3,000円

備　考

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

28,000 50,000 0 14,700
1Ｋ　和室6帖（部屋により洋室）駐車場計4台

業者名 株式会社　ニッショー　豊橋南支店 電話番号

住　所
〒　441　－　8061
豊橋市藤沢町135番地

U R L http://www.nissho-apn.co.jp

http://www.nissho-apn.co.jp/


宝ハイツ 留:可 〒441-3201 0,94ｋｍ　共益費　2,000円、

東七根町字西宝地道98-3 エアコン、セパレート、駐車場3,150円

カレッジコーポタジマ 留:可 〒441-8044 5,7ｋｍ　共益費　2,000円

南小池町14 エアコン、家具・家電設置可能

セゾングレコ 留:可 〒441-8106 4,1ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字中原18-4 エアコン、セパレート、

トラッドマンション 留:不可 〒441-8106 4,7ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字東豊和5-2 エアコン、家具・家電設置可能

コーポベルウッド 留:不可 〒441-8154 4,6ｋｍ　共益費　2,000円

西高師町字沢向15 エアコン、駐車場4,200円

メモワール弥栄 留:可 〒441-8106 4,8ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字西豊和45-1 エアコン、内装代　34.668円

ミユキハイツ 留:不可 〒441-8113 4,1ｋｍ　共益費　2,000円

西幸町字笠松140-6 エアコン、内装代36,401円

メゾン森 留：不可 〒441-8152 2,9ｋｍ　共益費込み

三本木町字新東上2-5 エアコン、内装代46,289円

ハーティーハウス愛北 留:可 〒441-8107 5,4ｋｍ　内装代　43,393円

南栄町字空池8-104 エアコン、セパレート、

ハレモアナ 留:可 〒441-8122 1,6ｋｍ　共益費　2,000円　駐車場2,100円

天伯町字八田平26-1 エアコン、内装代　39,557円

シャルマン牧野 留:可 〒441-8112 4,2ｋｍ　共益費　3,000円、ロフト

牧野町144 エアコン、セパレート、内装代　48,714円

グランデージＳｕｚｕｒａｎ 留:不可 〒441-8134 5,8ｋｍ　共益費込み　駐車場込み

植田町字稲場48-1 エアコン、セパレート、オール電化

レーベンハイム新三本木 留:不可 〒441-8152 3,6ｋｍ　共益費　2,000円　駐車場3,000円

三本木町字新三本木13-4 エアコン、セパレート

ガーデンＭ＆Ｍ 留:可 〒441-8122 0,7ｋｍ　共益費　1,500円

天伯町字六ツ美19 エアコン、セパレート、内装代　50,123円

アーバンシティ弥生 留:不可 〒441-8106 3,7ｋｍ　共益費5,000円　駐車場込み

弥生町字松原62-3 エアコン、セパレート、マンション

ユートピアＫ 留:可 〒441-8122 0,5ｋｍ　共益費　2,000円　駐車場2,100円

天伯町字六ツ美17-2 エアコン、セパレート、ロフト

アーバンシティ草間 留:不可 〒441-8141 6,6ｋｍ　共益費5,000円　駐車場込み

草間町字平東80-4 エアコン、セパレート、マンション

プレシオーサ・シズ 留:不可 〒441-8106 4,1ｋｍ　共益費　3,000円　駐車場4,000円

弥生町字中原53-2 エアコン・セパレート、１ＬＤＫ

ＭＭＯ 留:不可 〒441-8107 6,3ｋｍ　共益費2,000円

南栄町字蟹原16-3 エアコン、セパレート、女性専用

０５３２-３８-０８３２

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離・共益費

備　考

ＴＰＯ 留：不可 〒441-8046 6,5ｋｍ　共益費込み、駐車場4,500円

福岡町72 エアコン、共同洗濯機、内装代30,831円

サンヒル南小池 留:可 〒441-8044 5,5ｋｍ　共益費　2,000円

南小池町73-3 エアコン、家具・家電設置可能

イーグル北山 留:可 〒441-8105 4,6ｋｍ　共益費　2,000円

北山町37-6 エアコン、家具・家電設置可能

ココット 留:可 〒441-8105 4.9ｋｍ　共益費2,000円

北山町字東浦３９-２ エアコン、セパレート、内装代無

マイルーム弥生 留:不可 〒441-8106 4,6ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字西豊和41-3 エアコン、家具・家電付

ルミエール南栄 留:可 〒441-8107 5,１ｋｍ　共益費2,000円、ネット1,900円

南栄町字空池63-5 エアコン、ロフト、内装代　42,203円

45,000 2ヶ月 0 52.5%

48,000 無 1ヶ月 52.5%

45,000 無 0 52.5%

45,000 無 0 52.5%

43,000 無 １ヶ月 52.5%

44,000 無 0 52.5%

39,000 2ヶ月 1ヶ月 52.5%

43,000 2ヶ月 0 52.5%

35,000 無 0 52.5%

38,000 無 1ヶ月 52.5%

35,000 無 1ヶ月 52.5%

35,000 無 0 52.5%

33,000 無 0 52.5%

33,000 無 0 52.5%

30,000 無 0 52.5%

30,000 無 0 52.5%

30,000 無 0 52.5%

30,000 無 0 52.5%

30,000 無 0 52.5%

30,000 無 １ヶ月 52.5%
1Ｋ

26,000 無 無 13,650
1Ｋ

27,000 無 無 52.5%
1Ｋ

20,000 無 無 52.5%
1Ｋ

25,000 無 無 52.5%
1R

備　考 敷金・礼金・内装代無し物件、家具家電付き物件を多数ご用意しております。

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

19,800 無 無 52.5%
1Ｋ

業者名 株式会社ミニミニ豊橋南店 電話番号

住　所 〒４４１－８０５８　豊橋市柱六番町１２７

U R L http://minimini.jp/h/shop/toyohashiminami-shop/



彩季館 留:可 〒441-8106 4.6ｋｍ　共益費　5,000円、学生専用

弥生町字東豊和44-5 エアコン、内装代　35,565円

南部ハイツ・ハーティー 留:可 〒441-8106 4,7ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字西豊和67-4 エアコン、家具・家電設置可能

メイコウハイツ弥生 留:可 〒441-8106 4.7ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字西豊和45-1 エアコン、セパレート、ネット1,900円

ウインディー本郷 留:可 〒441-8153 3.4ｋｍ　共益費　2,000円

本郷町字北沢15-3 エアコン、ロフト、、内装代　44,157円

宝ハイツ 留:可 〒441-3201 0,94ｋｍ　共益費　2,000円、

東七根町字西宝地道98-3 エアコン、セパレート、駐車場3,150円

カレッジコーポタジマ 留:可 〒441-8044 5,7ｋｍ　共益費　2,000円

南小池町14 エアコン、家具・家電設置可能

セゾングレコ 留:可 〒441-8106 4,1ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字中原18-4 エアコン、セパレート、

トラッドマンション 留:不可 〒441-8106 4,7ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字東豊和5-2 エアコン、家具・家電設置可能

コーポベルウッド 留:不可 〒441-8154 4,6ｋｍ　共益費　2,000円

西高師町字沢向15 エアコン、駐車場4,200円

セザンヌ 留:可 〒441-8106 3.9Km 共益費2,000円

弥生町字中原12-7 エアコン、ロフト付き

メモワール弥栄 留:可 〒441-8106 4,8ｋｍ　共益費　2,000円

弥生町字西豊和45-1 エアコン、内装代　34.668円

ミユキハイツ 留：不可 〒441-8113 4,1ｋｍ　共益費　2,000円

西幸町字笠松140-6 エアコン、内装代36,401円

メゾン森 留：不可 〒441-8152 2,9ｋｍ　共益費込み

三本木町字新東上2-5 エアコン、内装代46,289円

ハレモアナ 留:可 〒441-8122 1,6ｋｍ　共益費　2,000円　駐車場2,100円

天伯町字八田平26-1 エアコン、内装代　39,557円

シャルマン牧野 留:可 〒441-8112 4,2ｋｍ　共益費　3,000円、ロフト

牧野町144 エアコン、セパレート、内装代　48,714円

ブリリアント 留:不可 〒441-8155 4.5Km 共益費　2,000円

芦原町字芦原41-5 エアコン、セパレート、内装代無

スカイハイツらいむ 留:可 〒441-8154 3.6Km　　共益費　2,000円

西高師町字津森105-63 エアコン、家具・家電設置可能

ガーデンＭ＆Ｍ 留:可 〒441-8122 0,7ｋｍ　共益費　1,500円

天伯町字六ツ美19 エアコン、セパレート、内装代　50,123円

アーバンシティ弥生 留:不可 〒441-8106 3,7ｋｍ　共益費5,000円　駐車場込み

弥生町字松原62-3 エアコン、セパレート、マンション

ユートピアＫ 留:可 〒441-8122 0,5ｋｍ　共益費　2,000円　駐車場2,100円

天伯町字六ツ美17-2 エアコン、セパレート、ロフト

アーバンシティ草間 留:不可 〒441-8141 6,6ｋｍ　共益費5,000円　駐車場込み

草間町字平東80-4 エアコン、セパレート、マンション

ＭＭＯ 留:不可 〒441-8107 6,3ｋｍ　共益費2,000円

南栄町字蟹原16-3 エアコン、セパレート、女性専用
48,000 無 1ヶ月 52.5%

1Ｋ

45,000 無 無 52.5%
1Ｋ

45,000 無 無 52.5%
1Ｋ

43,000 無 １ヶ月 52.5%
1Ｋ

44,000 無 無 52.5%
1Ｋ

40,000 無 無 52.5%
1K

40,000 無 無 52.5%
1K

35,000 無 無 52.5%
1Ｋ

38,000 無 1ヶ月 52.5%
1Ｋ

33,000 無 無 52.5%
1Ｋ

35,000 無 1ヶ月 52.5%
1Ｋ

32,000 無 無 52.5%
1Ｋ

33,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1Ｋ

30,000 無 無 52.5%
1R



0532-51-5181

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
ラ・ヴェルデプリーモ 留:　可 〒441-8151 大学まで約3.3km

豊橋市曙町字南松原101-2 エアコン、保険15000円（2年）、F有

ユトリロスター 留:　可 〒441-8152 大学まで約3.7km、共益費2000円

豊橋市三本木町字三本木9-1 エアコン、保険15000円（2年）

センチュリー大誠 留:　可 〒441-3145 大学まで約5.1ｋｍ、共益費5000円

豊橋市大岩町字北元屋敷28-1 エアコン、保険15000円（2年）、F有

センチュリー大誠 留:　可 〒441-3145 大学まで約5.1ｋｍ、共益費5000円

豊橋市大岩町字北元屋敷28-1 エアコン、保険15000円（2年）、F有

ハイコーポ谷野 留:　可 〒441-8102 大学まで約5.4ｋｍ

豊橋市山田一番町136 保険15000円、F有

センチュリー大誠 留:　可 〒441-3145 大学まで約5.1ｋｍ、共益費5000円

豊橋市大岩町字北元屋敷28-1 エアコン、保険15000円（2年）、F有

０５３２－３３－４４８２

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
ハイツサライ 留:不可 441-8064 大学まで6km・ 共益費無し

豊橋市富本町15 保険15,000円、

コーポハヤシ 留:不可 441-8048 大学まで6.7km・ 共益費無し

豊橋市西小池町52 保険15,000円、

カーサ南栄 留:不可 〒441-8107 大学まで5.5km・共益費無し

豊橋市南栄町字東山222-4 保険15,000円、

第二明陽コーポ 留:不可 〒441-8023 大学まで7.5km・共益費3,000円

豊橋市八通町6-6 保険15,000円、

コーポラスセレクション 留:不可 441-8056 大学まで6.2km、共益費無し

豊橋市柱八番町74 保険15,000円、

サンライズ橋良 留:不可 〒441-8039 大学まで7km、共益費3,000円

豊橋市西橋良20 保険15,000円、

ベルシャイン 留:不可 441-8123 大学まで2.5km、共益費3,000円

豊橋市若松町豊美115 保険15,000円、

キャプテンビル 留:不可 〒441-8106 大学まで4.4km、共益費無し

豊橋市弥生町字東豊和42-25 保険15,000円、

0532-53-1212

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
ライフ21 留:不可 〒442-0068 大学まで約15.8㎞　　共益費：3,000円

豊川市諏訪二丁目262 仲介料無（直接お問い合わせの場合のみ）

ライフ21 留:不可 〒442-0068 大学まで約15.8㎞　　共益費：3,000円

豊川市諏訪二丁目262 仲介料無（直接お問い合わせの場合のみ）

アストラヘリオス 留:可 〒441-8122 大学まで約1.6㎞　共益費：2,000円

豊橋市天伯町春日野124 1階　ﾈｯﾄ対応（個人契約・ｺﾐｭﾌｧ光）ｴｱｺﾝ

アストラヘリオス 留:可 〒441-8122 大学まで約1.6㎞　共益費：2,000円

豊橋市天伯町春日野124 2階　ﾈｯﾄ対応（個人契約・ｺﾐｭﾌｧ光）ｴｱｺﾝ

34,000 68,000 0 36,750
洋6+和6+K●（6300円）

0 33,600
洋6+和6+K

業者名 中部ガス不動産株式会社　豊橋駅西店 電話番号

31,000 62,000 0 32,550
洋8+K●（6300円）

32,000 64,000

29,000 29,000 29,000 30,450
洋6+K　●外（5000円）

29,000 58,000 0 30,450
洋6+K　●（6300円）

下記、F有＝フリーレント有り

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

28,000 56,000 0 29,400
洋6+K●（5250円）

業者名 水鳥不動産　株式会社 電話番号

住　所 〒440－0883　　豊橋市新川町７４番地（１０１）


住　所 〒　　　　　４４１－８０８３　豊橋市東脇三丁目２２番地１


U R L info@mizutori-f.com

備　考

U R L http://www.cgf.sala.jp

備　考

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

28,000 28,000 0 29,400
洋6＋DK3○

30,000 60,000 0 31,500
洋6＋DK3○

33,000 33,000 0 34,650
洋8＋DK3●（4,000）

37,000 37,000 0 38,850
洋6＋K2

38,000 76,000 0 39,900
洋8＋K2○

40,000 40,000 0 42,000
洋6+K3

39,000 78,000 39,000 42,000
洋9.5＋K3●（3,150）

40,000 80,000 40,000 42,000
洋8＋K4●（3,000）

業者名 中央建設株式会社 電話番号

住　所 〒440-0092　豊橋市瓜郷町前川27

U R L http://www.chuo-ken.com/

備　考

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

33,000 66,000 0 0
１DK　●4,000円～

40,000 80,000 0 0
１K　●4,000円～

37,000 74,000 0 38,850
１K　●3,150円

39,000 78,000 0 40,950
１K　●3,150円

mailto:info@mizutori-f.com
http://www.cgf.sala.jp/


アストラヘリオス 留:可 〒441-8122 大学まで約1.6㎞　共益費：2,000円

豊橋市天伯町春日野124 3階　ﾈｯﾄ対応（個人契約・ｺﾐｭﾌｧ光）ｴｱｺﾝ

パナハイツ花田 留:不可 〒441-8049 48,000 144,000 48,000 50,400 大学まで約9㎞　共益費：なし

２DK　○1台付 豊橋市花田町小松143-1 豊橋駅まで徒歩約20分

ビーライン諏訪 留:不可 〒442-0068 34,000 68,000 0 35,700 大学まで約16㎞　共益費：なし

１R　●6,000円 豊川市諏訪二丁目320-1 JR諏訪町駅まで徒歩約5分

0532－37－6543

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
ユトリロ東向山 留:可 〒441-3153 共益費2,000円

１R 月/3,000円豊橋市二川町字東向山96-81,361,362 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

ユトリロ柱九番町 留:可 〒441-8055 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/5,250円豊橋市柱九番町70-1 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

ユトリロ向山 留:可 〒440-0861 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/5,000円豊橋市向山西町7-27 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

ユトリロ南栄 留:可 〒441-8141 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 豊橋市草間町字東山115-2 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

ユトリロ草間 留:可 〒441-8141 共益費2,000円

１K 月/4,000円豊橋市草間町二本松32 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

ユトリロスター 留:可 〒441-8152 共益費2,000円

１K 月/5,000円豊橋市三本木町字元三本木9-1 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

ユトリロ曙 留:可 〒441-8151 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/4,000円豊橋市曙町字南松原93 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

ユトリロつつじが丘 留:可 〒440-0858 共益費2,000円

１R 月/3,000円豊橋市つつじが丘二丁目8-1 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

セザンヌ細谷 留:可 〒441-3113 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/2,000円豊橋市細谷町字山ノ田17-69 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

セザンヌ大岩 留:可 〒441-3147 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/2,000円豊橋市大岩町字大穴６０－１ 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

セザンヌ野依 留:可 〒441-8124 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/2,000円豊橋市野依町字東山11-1 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

セザンヌ内張 留:可 〒441-8147 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/2,000円豊橋市内張町2-3 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

セザンヌ西高師 留:可 〒441-8154 共益費2,000円

１Rﾛﾌﾄ付 月/4,000円豊橋市西高師町字小谷53 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

セザンヌ野依２ 留:可 〒441-8124 共益費2,000円

１Kﾛﾌﾄ付 月/2,000円豊橋市野依町字西物草12-24 【ﾋﾃﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ】のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ見てね。写真有

０５３２－５６－６３６１

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
レオパレス高師 留:可 〒441-8143 大学まで4.5ｋｍ,築13年,共益費4,000円

豊橋市向草間町字向中３８ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾛﾌﾄ付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレス二川sta Ｗ 留:可 〒441-3147 大学まで6.3ｋm,築7年,共益費4,000円

愛知県豊橋市大岩町字火打坂南５－７ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレス東山Ｂ 留:可 〒441-8141 大学まで5.7ｋｍ,築14年,共益費4,000円

豊橋市草間町字東山１４３－２２ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスChuchiku 留:可 〒441-8061 大学まで6.5ｋm,築14年,共益費4,000円

愛知県豊橋市藤沢町１６５－２ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレス松井 留:可 〒441-8143 大学まで5.4ｋｍ,築13年,共益費4,000円

豊橋市松井町字南新切６６ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾛﾌﾄ付,ﾈｯﾄ1,600円

39,000 78,000 0 40,950
１K　●3,150円

業者名 株式会社　ヒデ・ハウジング 電話番号

住　所 〒441－8151　　愛知県豊橋市曙町測点161-3



U R L http://www.hidehousing.com

備　考 【ヒデハウジング】の公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを見てね。最新の空部屋情報や地図、写真等が記載されています。

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

23,000～ 23,000～ 23,000～ 23,000～

23,000～ 23,000～ 23,000～ 23,000～

25,000～ 25,000～ 25,000～ 25,000～

26,000～ 26,000～ 26,000～ 26,000～

26,000～ 26,000～ 26,000～ 26,000～

29,000～ 29,000～ 29,000～ 29,000～

29,000～ 29,000～ 29,000～ 29,000～

29,000～ 29,000～ 29,000～ 29,000～

31,000～ 31,000～ 31,000～ 31,000～

36,000～ 36,000～ 36,000～ 36,000～

39,000～ 39,000～ 39,000～ 39,000～

　39,000～　39,000～

40,000～ 40,000～ 40,000～ 40,000～

40,000～ 40,000～ 40,000～ 40,000～

　39,000～　39,000～

業者名 レオパレスセンター豊橋店 電話番号

住　所 〒440－0076　愛知県豊橋市大橋通1-91　稲垣ビル1Ｆ

U R L http://www.leopalace21.co.jp/

備　考

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

37,000 0 37,000 0
洋6.2+ﾛﾌﾄ 駐車場有:込

37,500 0 37,500
洋8.5　駐車場有：4,720円

38,000 0 38,000 0
洋9.2　駐車場有：込

39,000 0 39,000
洋6.2+ﾛﾌﾄ 駐車場有:5,770円

39,000 0 39,000 0
洋6.2+ﾛﾌﾄ 駐車場有:込

http://www.hidehousing.com/
http://www.leopalace21.co.jp/


レオパレスリスリー 留:可 〒441-8154 大学まで3.9ｋｍ,築7年,共益費4,000円

豊橋市西高師町字船渡87-2 ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスつつじが丘 留:可 〒440-0858 大学まで5.9ｋｍ,築11年.共益費4,000円

豊橋市つつじが丘２−８−２ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスミサリーナ 留:可 〒441-8154 大学まで3.9ｋｍ,築8年,共益費4,000円

豊橋市西高師町字小谷90 ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスパストラル 留:可 〒441-8154 大学まで3.8ｋｍ,築7年,共益費5,500円

豊橋市西高師町字津森60-1 ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾛﾌﾄ付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスＲｏｕｔｅ１ 留:可 〒441-3147 大学まで4.1ｋｍ,築7年,共益費5,500円

大岩町字岩田３５−６ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスフルールアカネ 留:可 〒441-8147 大学まで5.3ｋｍ,築4年,共益費6,500円

豊橋市内張町15-14 ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスル・ポン　ビアン 留:可 〒441-8036 大学まで6.3ｋｍ,築年共益費4,000円

愛知県豊橋市東橋良町７３ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスジャスミン江島 留:可 〒441-8111 大学まで4.9ｋｍ,築4年,共益費6,500円

豊橋市江島町４３－３ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスシンフォニー 留:可 〒441-8055 大学まで6.1ｋｍ,築7年,共益費4,000円

豊橋市柱九番町３４ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾛﾌﾄ付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスコスモ 留:可 〒441-8042 大学まで6.7ｋm,築10年,共益費4,000円

愛知県豊橋市小池町原下４３－１ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレストレモロ 留:可 〒440-0887 大学まで7.4ｋｍ,築3年,共益費6,500円

豊橋市西小田原町１９ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

レオパレスＨＡＮＡＮＡＫＡ 留:可 〒441-8032 大学まで6.9ｋｍ,築3年共益費6,500円

豊橋市花中町２４−１ ﾊﾞｽ･ﾄｲﾚ別,家具家電付,ﾈｯﾄ1,600円

　0532　　　－　　45　－5422

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離・共益費

備　考

若松荘　Ａ棟 留:可 〒441-8151 大学まで　3．5ｋｍ

豊橋市曙町字若松123 バス・トイレ別

若松荘　Ｂ棟 留:可 〒441-8151 大学まで　3．5ｋｍ

豊橋市曙町字若松131 バス・トイレ別

若松荘　Ｃ棟 留:可 〒441-8151 大学まで　3．5ｋｍ

豊橋市曙町字若松124 バス・トイレ別

ヴィラ若松 留:可 〒441-8151 大学まで　3．5ｋｍ

豊橋市曙町字若松125 バス・トイレ別

　　０５３２－２６－２１０５

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
フォーブル山田202 留:可 〒441-8102 大学５㌔・ライト・カーテン付

豊橋市山田一番町66-2 別途保険代15,000円(2年間)

フォーブル山田106 留:可 〒441-8102 大学５㌔・ライト・カーテン付

豊橋市山田一番町66-2 別途保険代15,000円(2年間)

サンコーポＢ105 留:不 〒441-8102 各部屋は全てデザイン違います

豊橋市山田一番町88-1 別途保険代15000円（2年間）

サンコーポA205 留:不 〒441-8102 全リフォーム済み

豊橋市山田一番町88-1 別途保険代15000円（2年間）

サンコーポD101 留:不 〒441-8102 全リフォーム済み

豊橋市山田一番町88-1 別途保険代15000円（2年間）

40,000 0 40,000 0
洋8.1　駐車場有：4,720円

40,000 0 40,000 0
洋8.5　駐車場有：4,720円

40,500 0 40,000 0
洋8.5　駐車場有：4,720円

41,000 0 41,000 0
洋6.2+ﾛﾌﾄ 駐車場有:込

42,500 0 42,500 0
洋8.5　駐車場有：4,720円

43,000 0 43,000 0
洋7.2 駐車場有:4,720円

43,500 0 43,500
洋8.5　駐車場有：4,720円

44,000 0 44,000 0
洋7.9 駐車場有:4,720円

44,000 0 44,000 0
洋5.4+ﾛﾌﾄ　駐車場有：4,720円

44,500 0 44,500
洋8.5　駐車場有：4,720円

47,000 0
洋6.6　駐車場有：4,720円

45,000 0 45,000 0
洋7.0　駐車場有：4,720円

50,000 50,000 50,000 無料
洋６・洋６　２DK・駐車場別途3,000円

45,000 45,000 45,000 無料
洋６・洋６　２DK・駐車場別途3,000円

25,000 25,000 25,000 無料
洋６・駐車場別途2,000円

35,000 35,000 35,000 無料
洋６・駐車場別途3,000円

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

28,000 28,000 28,000 無料
洋６・駐車場別途2,000円

住　所 〒４４１－８０４７　愛知県豊橋市鴨田町５３－１　フォーブル鴨田１０６号室


U R L 希望者には当社指定家電1つサービス！！！　・　仲介料無料！！！！

備　考 例　：　冷蔵庫、洗濯機テレビなど　　（※　３年間入居条件あります。）

44,000 132,000 0 44,000
和6＋和6＋LＤＫ　　無料駐車場

業者名 有限会社　カシェット 電話番号

37,000 111,000 0 37,000
和6＋和6＋ＤＫ　　無料駐車場

37,000 111,000 0 37,000
和6＋和6＋ＤＫ　　無料駐車場

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

37,000 111,000 0 37,000
和6＋和6＋ＤＫ　　無料駐車場

住　所 〒　　　441　　－8106    豊橋市弥生町字松原47

URL toride@rhythm.ocn.ne.jp

備　考

業者名 とりで不動産 電話番号

47,000 0



０５３２－４８－３９３７

所　　　在　　　地 家　　賃 敷　　金 礼　　金 仲介料
大学までの距離 ・ 共益費

備　　考
大羽マンション 留:　可 〒４４１－８１０７ 47,000 大学まで5.4Ｋｍ ・ 共益費5,000円

豊橋市南栄町字蟹原２１－１５ +消費税 吉野家102ｍ、ｻｰｸﾙＫ313ｍ、ｴﾚﾍﾞｰﾀ有

備　考

取扱物件名　留学生受入
間取り　駐車場有無

47,000 0 47,000
洋６×２、ＤＫ１２　●（月５，０００円）

業者名 サンサン開発株式会社 電話番号

住　所 〒４４１－８１０７　豊橋市南栄町字蟹原２１－１５　大羽ビル２Ｆ


U R L http://www.toyohashi-sunsun.jp/

http://www.toyohashi-sunsun.jp/

