
■アパート管理者取扱物件

30.10現在
アパート名

所在地

1 青葉荘 和5.5帖 15,000 300 0 0 駐車場無し,駐輪場有 渡辺　多美子

〒441-8063 和6.5帖 15,500 300 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7.5帖 16,500 300 0 0 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,家具,電化製品,布団

●留学生可　　保証人不要 大学まで 7.0km，自転車30分，バイク15分

荻原荘 和6帖 16,000 6,000 16,000 16,000 駐車代（3,000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,洗濯機 0532-45-2809

豊橋市天伯町美吉11-1 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

大学まで 1.0km,徒歩5～7分

ぜにた荘 和8帖 20,000 5,400 30,000 0 駐車代（1,000円）,駐輪場有 長浜　雅太

〒441-3201 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212 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

大学まで 1.0km

パートⅡ 洋6帖 11,000 5,000 0 11,000 駐車代（3,500円）,駐輪場有（100円 ） 鶴田　雅之

〒441-8151 洋6帖 15,000 5,000 0 15,000 共同：キッチン,風呂,トイレ,洗濯機 090-8075-7169

豊橋市曙町南松原151-5
冷暖房（有・無）,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可(無料
WiFi)

●留学生可 電気代（毎月5,000円,差額精算）

技科大生のみ

大学まで 3.1km   最寄のバス停：測点

ひかり江島　 和6帖 10,000 3,000 10,000 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 西山　みち子

〒441-8111　　　男子のみ！ 洋10帖+K 20,000 3,000 20,000 0 共同：風呂,トイレ 0532-47-4733

豊橋市江島町48-5 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

 ●留学生可 大学まで 4.7km

ひかり三本木 和6帖 10,000 3,000 10,000 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 西山　みち子

〒441-8152　　　男子のみ！ 洋6帖+K 15,000 3,000 15,000 0 共同：キッチン,風呂,トイレ（光熱水料各自負担） 0532-47-4733

豊橋市三本木町新三本木4-3　 洋10帖+K 15,000 3,000 19,000 0 冷暖房,押入,冷蔵庫,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

●留学生可 和洋10帖+K 18,000 3,000 18,000 0 大学まで 4.0km

ペンションスギノコ 洋6帖 22,000 5,000 0 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 杉本　冨子

〒441-8151 洋6.5帖 23,000 5,000 0 0 0533-72-2268

豊橋市曙町測点121-1 090-2923-0398

●留学生可

ホワイト荘ハウス 洋7.5帖 22,500
4,000～

6,000
0 0 駐車代（0円）,駐輪場有 棚橋　　茂

〒441-8122　　　男子のみ！ 洋8帖 23,500
4,000～

6,000
0 0 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 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

●留学生可 大学南門まで200m ,正門まで 1km

みのり荘 和洋6帖 18,000 5,000 0 0 駐車代（1,500円）,駐輪場有 小久保通禮

〒441-8122　 男子のみ！ 共同：キッチン・風呂・トイレ・洗濯機 0532-48-1996

豊橋市天伯町高田山74-3 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 090-1757-6467

●留学生可 大学まで 1.8km
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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

2

敷　金
管理者名
電話番号

3

礼　金
その他

（駐車代は月額）

共同：キッチン,風呂(24ｈ),トイレ,
洗濯機・乾燥機(無料)
冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可（無料）
火災保険15,000円（2年分）
技科大生のみ
大学まで 3.0km　最寄のバス停：測点

4

5

6

7

1



30.10現在
アパート名

所在地

カーサ南栄 洋8帖+K 33,000 0 33,000 0 駐車代（4,000円）,駐輪場有 水口　孝子

〒441-8107 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-0803

豊橋市南栄町東山222-4-5 大学まで 6.5km

●留学生可

キャンパスシティ弥生 洋12帖（１F) 28,000 3000 56,000 0 駐車場無し,駐輪場有 鈴木　哲郎

〒441-8106 洋12帖（２F) 29,000 3000 58,000 0 BSｱﾝﾃﾅ,冷暖房,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,学生専用 0532-47-2510

豊橋市弥生町西豊和49-2 大学まで 5.6km　最寄のバス停：北山 090-8077-2680

グリーンハウス･小池 和6帖+K4.5帖 15,000 200 0 0 白井　愛子

〒441-8042 洋6帖+K4.5帖 18,000 200 0 0 090-8137-3378

豊橋市小池町安海戸55-6 和6帖+K4.5帖 20,000 200 0 0

13 グリーンハウス Ｎ棟 洋6帖 28,500 1,500 28,500 0 駐車代(5,000円）,駐輪場有 柳瀬　とし

〒441-8044 洋6帖 + ﾛﾌﾄ3帖 33,500 1500 33,500 0 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 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

グリーンヒル双葉 洋6帖+Ｋ 29,000 1,000 29,000 0 駐車代(2,000円）,駐輪場有 後藤　欣也

〒441-8122 和6帖+Ｋ 29,000 1,000 29,000 0 ｶﾞｽｺﾝﾛ 0532-45-0226

豊橋市天伯町泉11 冷暖房, 押入,ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ対応 080-5128-1167

大学まで 2km

コーポ神谷 洋8帖+DＫ6帖 27,000 1,000 0 0 駐車代（3,000円）,駐輪場有 神谷　糸子

〒441-8155 洋10帖+DＫ8帖 30,000 1,000 0 0 冷暖房,光ﾌｧｲﾊﾞｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ,TVｲﾝﾀｰﾌｫﾝ　　　090-8964-6974

豊橋市芦原町嵩山地12-3 洋11帖+K 32,000 1,000 0 0 ｼｽﾃﾑﾊﾞｽ,IHｷｯﾁﾝ,ｶｰﾃﾝ,照明完備

●留学生可 大学まで 3.1km

コモックピア 洋5.5帖+K 20,000 0 40,000 0 駐車代(4,000円),駐輪代(500円) 平松　清和

〒441-8106 洋6.1帖+K 23,000 0 46,000 0 090-2262-6644

豊橋市福岡町50-2

大学まで 5㎞,自転車で約25分,　最寄のバス停：南山田

コモックワン 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

〒441-8104 洋6.5帖+K 25,000 0 50,000 0 090-2262-6644

豊橋市山田二番町3

大学まで 5㎞,自転車で約22分 ,  最寄のバス停：南山田

スズキハイツ 和6帖+洋5帖+K 36,000 0 72,000 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 鈴木　利昌 

〒441-8156 和6帖+洋5帖+K 40,000 0 80,000 0 冷暖房,ｶﾞｽｺﾝﾛ,照明器具,TVｲﾝﾀｰﾎﾝ 0532-45-1046

豊橋市高師町北新切205 借家人賠償保険要加入/2年(20,000円）

●留学生可（条件有） NTTﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応,　大学まで 4.7km

セザンヌ三本木 洋8帖+K 33,000 0 66,000 0 駐車場無,駐輪場有 鈴木　利昌

〒441-8157 洋8帖+K+ﾛﾌﾄ 38,000 0 76,000 0 冷暖房,TVｲﾝﾀｰﾎﾝ,照明,BS･CSｱﾝﾃﾅ 0532-45-1046

豊橋市三本木町新三本木35-1 借家人賠償保険要加入/2年(17,000円）

光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応,大学まで 3.9km

セザンヌ高師 洋8帖+K 33000～ 0 66,000～ 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 鈴木　利昌

〒441-8156 36,000 72,000 0532-45-1046

豊橋市高師町北新切205

光ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応,大学まで 5.2km

18

19

20

冷暖房,冷蔵庫,ｺﾝﾛ,TVｲﾝﾀｰﾎﾝ,照明, BS･
CSｱﾝﾃﾅ,借家人賠償保険要加入/2年
(17,000円）

17

町費500円/月,火災保険15,000円 / 2年,ｵｰﾙ電
化,冷暖房,ﾐﾆ冷蔵庫,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,BSｱﾝﾃﾅ,IHｺﾝﾛ

10

11

12 駐車場無,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
押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,ﾍﾞｯﾄﾞかｺﾀﾂ
大学まで 5.9km,最寄のバス停：山田
見学者の送迎あり　町費200円/月

14

町費500円/月,火災保険15,000円/2年,ｵｰﾙ電
化,冷暖房,ﾐﾆ冷蔵庫,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,BS･CSｱﾝﾃﾅ,IHｺﾝﾛ

礼　金
その他

（駐車代は月額）
管理者名
電話番号

15

16

２．アパート（キッチン・風呂・トイレ付）

№ 間取り 家　賃 共益費 敷　金

2



センチュリーシュンエー 洋6帖+洋6帖+ 45,000 0 54,000 0 駐車代(4,000円),駐輪場有 水口　　俊

〒441-8107 DK5帖 冷暖房,ｶｰﾃﾝ・ﾚｰｽ,ｼｬﾜｰﾄｲﾚ 0564-22-3625

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

●留学生可 大学まで 5.5km　　最寄のバス停：北山

タウニー曙 洋6帖+和6帖 34,000 1,000 68,000 34,000 駐車代（3,000円）,駐輪場有 内藤　光代

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

豊橋市曙町測点25-2 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,中国語対応可 090-1568-8737

●留学生可 大学まで 3.0km

トップヒルⅡ 洋8帖+Ｋ2帖 23,500 3,500 0 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 090-4232-2888

豊橋市曙町測点20-2 保証金60,000円

●留学生可 大学まで3.3㎞

ドミトリーシュンエー 洋6帖+K3帖 35,000 0 35,000 0 駐車代(2,000円),駐輪場有 水口　　俊

〒441-8107 冷暖房,押入,冷蔵庫,洗濯機,ｶｰﾃﾝ・ﾚｰｽ付 0564-22-3625

豊橋市南栄町東山244-1 ｼｬﾜｰﾄｲﾚ,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 090-1981-5017

●留学生可 大学まで 5.5km　　最寄バス停：北山

ハイツ幸 洋6帖+DK4.5帖 25,000 0 0 30,000 駐車場無,駐輪場有 黍嶋　和代

〒441-8151 和6帖+DK4.5帖 25,000 0 0 30,000 冷暖房,押入,冷蔵庫,洗濯機,ﾚﾝｼﾞ 0536-85-1651

豊橋市曙町測点51-5 ｶﾞｽｺﾝﾛ,照明,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 090-7916-6665

●留学生可 大学まで 3.4km

26 正和ハイツ 35,000 1,000 70,000 0 駐車代(2,000円) ,駐輪場有 後藤　由紀

〒441-8106 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-0226

豊橋市弥生町松原9-2 大学まで 4.2km 080-5128-1167

●留学生可

27 ハイツ麻布 和6帖+洋6帖+ 35,000 1,000 70,000 0 駐車代（1,000円）,駐輪場有 後藤　由紀

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

豊橋市曙町測点3-1 大学まで 2.8km 080-5128-1167

●留学生可 最寄バス停：測点

フォーブル曙 和6帖+K 29,000 1,000 58,000 29,000 駐車代（3,000円）,駐輪場有 内藤　光代

〒441-8151 冷暖房,押入,ｶﾞｽｺﾝﾛ,照明器具 0532－31－3738

豊橋市曙町測点25-2 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可,中国語対応可 090-1568-8738

●留学生可 大学まで 3.0km

フラワーハイツ 洋8帖+K3帖 25,000 0 0 0 駐車場有,駐輪場有 水村　　昇

〒441-3201 和8帖+K3帖 28,000 0 0 0 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99 ごみ処分費用　1,000円

●留学生可 大学まで 0.8km

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 洋6帖+K 22,000 0 0 0 冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可 0532-45-3130

豊橋市高師石塚町石塚21-1 大学まで 5.5km,自転車で25分

●留学生可 最寄りのバス停：南山田

メゾン三本木 洋7帖 29,000 3,000 29,000 29,000 駐車代（4,000円）,駐輪場有(500円) 髙橋霊子

〒441-8152
冷暖房,押入,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無料(共益費に含
む)

090-8499-2508

豊橋市三本木町新三本木55-9 大学まで 4.1㎞

●留学生可

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(0円),駐輪場有 大林　市郎

〒441-8152 冷暖房,押入,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4.0km

33 和泉第二マンション 洋6帖+K3帖 22,500 3,000 22,500 22,500 駐車代(2,500円),駐輪場有 佐野　聡子

〒441-8083 冷暖房,押入,ｶﾞｽｺﾝﾛ,物干し竿 090-2577-0049

豊橋市東脇4-2-16 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ可

大学まで9.5km
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洋4.5帖+和4.5
帖+和6帖+DK
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■仲介業者取扱物件
30.10現在

　　　（●有料駐車場，　○無料(家賃込)駐車場，　記載なし－駐車場なし）

　℡　0532-　　38　－　8181　

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

メゾンドシャトー 不可 〒441-8106 大学まで4.9km 共益費5,000円

豊橋市弥生町字西豊和6-1 RC造、IH調理器、ｵｰﾄﾛｯｸ

コーポ南栄 可 〒441-8107 大学まで6.7km 共益費1,750円

豊橋市南栄町字空池81 RC造、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

トップヒルⅡ 可 〒441-8151 大学まで5.0km共益費3,000円

豊橋市曙町字測点20-2 ﾏﾝｼｮﾝ、ｽｰﾊﾟｰ、ﾊﾞｽ停徒歩1分

シャンティヴィラージュⅡ 可 〒441-8104 大学まで5.5km　共益費なし

豊橋市山田二番町33-1 RC造、ｴｱｺﾝ

コーポ神谷 可 〒441-8155 大学まで5.2km共益費1,000円

豊橋市芦原町字嵩山地12-3 芦原駅徒歩3分、学生限定

メッカ天伯 不可 〒441-8122 大学まで1.5km　共益費2,000円

豊橋市天伯町字高田山128 RC造、ｶﾞｽｺﾝﾛ付

エステート浜道 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 ﾏﾝｼｮﾝ、ﾊﾞｽ停徒歩2分、ｴｱｺﾝ

セレブ曙 可 〒441-8151 大学まで3.5km　共益費3,000円

豊橋市曙町字若松87-2 ﾘﾌｫｰﾑ部屋、RC造、IH調理器

リード豊橋Ⅱ 可 〒441-8107 大学まで 5.0km　共益費2,000円

豊橋市南栄町字空池63-10 電気ｺﾝﾛ、南栄駅徒歩3分

グリーンステージ三和 可 〒441-8122 大学まで0.7km　共益費3,800円

豊橋市天伯町字三和97 ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、2口ｺﾝﾛ設置可

ラヴェルデ・プリーモ 可 〒441-8151 大学まで 3.3km　共益費なし

豊橋市曙町字南松原101-2 ﾊﾞｽ停徒歩5分、RC造

グリーンヒルフタバ 可 〒441-8122 大学まで2.5km　共益費1,000円

豊橋市天伯町字泉11 ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、2口ｺﾝﾛ付

セザンヌ野依 可 〒441-8124 大学まで1.7km　共益費2,000円

豊橋市野依町字東山１１－１ ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、ｶﾞｽｺﾝﾛ付

パラシオン 可 〒441-8157 大学まで1.8km　共益費2,500円

豊橋市上野町字新上野75-6 バストイレ別、ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ、ﾏﾝｼｮﾝ

アストラヘリオス 可 〒441-8122 大学まで1.1km　共益費2,000円

豊橋市天伯町字春日野124 ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、ｼｬﾝﾌﾟｰﾄﾞﾚｯｻｰ

レリブ高師台 可 〒441－8107 大学まで4.7km　共益費2,000円

豊橋市南栄町字空池82－1 ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、IH調理器、RC造

フレスコペルラ 可 〒441-8156 大学まで5.3km　共益費3,000円

豊橋市高師町字北新切223 ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、RC造、ｼｬﾝﾌﾟｰﾄﾞﾚｯｻｰ
37,000 37,000 37,000 39,960

洋8.5＋K　有3,240円

37,000 74,000 0 39,960
洋9.2＋K　有3,240円

37,000 74,000 0 39,960
洋9.8＋K　有5,400円

35,000 35,000 35,000 37,800
洋9.6+K+ﾛﾌﾄ　有

36,000 54,000 0 38,880
洋9.2+K　有3,000円

28,000 56,000 0 34,992
洋6+K　無

33,000 33,000 33,000 35,640
洋6＋K　有2,000円

28,000 0 0 30,240
洋6＋K　無

30,000 50,000 0 32,400
洋7.2＋K　有3240円

28,000 28,000 28,000 30,240
洋8+K　有2,000円

28,000 28,000 28,000 30,240
洋6　有5,400円

27,000 0 0 29,160
洋8+DK4.5　無

28,000 56,000 0 30,240
洋6+K　有2,000円

24,000 40,000 0 25,920
洋6+K　有4,000円

27,000 0 0 29,160
洋6+K　有3,000円

21,000 0 0 22,680
洋8　有6,480円

23,500 0 0 25,380
洋4.5+K　無

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

〒441-　8052　　豊橋市柱三番町１２３

URL http://www.eoheya.net

メールアドレス mkhome2@eoheya.net

備　考 今年もお部屋探しはエイブルへ！　　技術科学大学・豊橋駅までお迎えに伺います！　

　・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「アパート等名」欄に記載しています。

業者名 エイブルNW豊橋南店　住まいLOVE不動産㈱ 電話番号

住　所



グリーンパークⅠ 可 〒441-8157 大学まで4.4km　共益費なし

豊橋市上野町字新上野75-6 RC造、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、高師駅徒歩7分

ベルシャイン 可 〒441-8123 大学まで1.8km　共益費3,000円

豊橋市若松町字豊美115 ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、ﾈｯﾄ無料、ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ付

スカイルーチェ21 可 〒441-8122 大学まで0.5km　共益費3,000円

豊橋市天伯町字美吉20－１ バストイレ別、RC造、ｼｬﾝﾌﾟｰﾄﾞﾚｯｻｰ

0532－56－3811

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

メゾン・ド・ラパン 留:可 〒441-8042 大学まで6㎞・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

メゾン・ド・アミー 留:可 〒441-8042 大学まで6㎞・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5㎞・共益費5,000円

豊橋市弥生町西豊和6-1 エアコン・電気コンロ・オートロック

ジュネス藤 留:可 〒441-8056 大学まで5㎞・共益費2,500円

豊橋市柱八番町60
エアコン　保証金40,000円　解約時100％
償却

ラ・ヴェルデ・プリーモ 留:可 44-8151 大学まで3.3㎞・共益費無し

豊橋市曙町字南松原101-2 エアコン・電気コンロ

ドミトリーシュンエー 留:可 〒441-8107 大学まで5.3㎞・共益費無し

豊橋市南栄町字東山244-2
エアコン・冷蔵庫・ガスコンロ　保証金
35,000円

０５３２－３７－１８８１

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

メゾン・ド・ラパン 留:可 〒441-804４４１ 大学まで5，6㎞　共益費4,000

豊橋市南小池町２８－６ 安心サポート　保証料　退去料他

メゾン・ド・アミー 留:可 〒441-8042 大学まで5,8㎞　共益費3,500

豊橋市小池町７６－１ 安心サポート　保証料　退去料他

メゾン・ド・シャトー 留:可 〒441-8104 大学まで5㎞　共益費5,000

豊橋市弥生町西豊和6-1 安心サポート　保証料　退去料他

サンクス中橋良１F 留:不可 〒441-8037 大学まで6㎞　共益費なし

豊橋市中橋良町３５－１ セパレート　エアコン　学生専用

サンクス中橋良２F 留:不可 〒441-8037 大学まで6㎞　共益費なし

豊橋市中橋良町３５－１ セパレート　エアコン　学生専用

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 火災保険　エアコン

27,000 27,000 27,000 13,500
                         洋7,5＋●（3,000)

28000～ 28000～28000～ 14000～
　　　　　　　　　　　　洋8＋●K（2,000）

19500～ 0 0 9750～
　　　　　　　　　　　　　洋6,5＋K●（6,480円）

25,000 25,000 25,000 12,500
                          洋7,5＋K●（3,000)

0 9000～
　　　　　　　　　　　　　　　　　洋６・５＋Ｋ

19000～ 0 0 9500～
                           洋6.5＋K●（6,480円)

礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

18000～ 0

U R L

メールアドレス cosmoteck1@live.jp

備　考 仲介手数料は家賃の半額

所在地 家賃 敷金

業者名 コスモテック（株） 電話番号

住　所 〒４４１－８１０４　豊橋市山田二番町３

26,000 2 0 28,080
　　　1Ｋ　洋6　Ｐ有り5,400円

35,000 0 0 37,800
　　　1Ｋ　洋6　Ｐ有り2,000円

23,000 0 0 24,840
　　　1Ｋ　洋6　Ｐ無し

25,000 0 0 27,000
　　　1ＤＫ　洋6・ＤＫ4.5　Ｐ無し

21,000 0 0 22,680
　　　1Ｋ　洋6　Ｐ無し

23,000 0 0 24,840
　　　1Ｋ　洋6　Ｐ無し

メールアドレス info@ekimae-fudousan.co.jp

備　考

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

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番地1

U R L http://ekimae-fudousan.co.jp

38,000 76,000 0 41,040
洋9.5　有3,240円

38,000 76,000 38,000 41,040
洋10+K　有3,000円

38,000 38,000 38,000 41,040
洋6.5+K　有無料



ユトリロスター 留:可 〒441-8152 大学まで3,6㎞　共益費2,000

豊橋市三本木9-1 火災保険　エアコン

ラ・ベルデ・プリーモ 留:可 〒441-8151 大学まで3,3㎞　共益費無　町費500

豊橋市曙町南松原101－2 火災保険　エアコン

メッカ天白 留:不可 〒441-8122 大学まで1，2㎞　共益費2,000

豊橋市天伯町高田山128 火災保険　エアコン

アストラ・ヘリオス 留: 〒441-8122 大学まで1,2㎞　共益費2,000

豊橋市天伯町春日野124 セパレート　エアコン　保険

０５３２－４６－２６０２

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

シティハイムナカニシ 留:可 〒441-8036 大学まで6.4ｋｍ、共益費2,000円

豊橋市東橋良町22－1 ｳｫｼｭﾚｯﾄ、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、雨戸

コーポ藤沢 留:可 〒441-8061 大学まで7.2ｋｍ、共益費無

豊橋市藤沢町167 ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、雨戸

グランアルブル 留:可 〒441-8042 大学まで6.5ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市小池町字原下58-1 都市ｶﾞｽ、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、脱衣所

コーポ宮西 留:可 〒441-8058 大学まで7.2ｋｍ、共益費無

豊橋市柱六番町47-1 ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、雨戸

ドミトリーシュンエー 留:可 〒441-8107 大学まで5.7ｋｍ

豊橋市南栄町字東山244-1 ｴｱｺﾝ､ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、都市ｶﾞｽ

ベルメゾン小松 留:可 〒441-8109 大学まで5.3ｋｍ

豊橋市小松町9 ｳｫｼｭﾚｯﾄ、ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、都市ｶﾞｽ

マンションセカンドピラー 留:可 〒441-8053 大学まで6.5ｋｍ

豊橋市柱二番町261-1 ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、16帖のBIGﾘﾋﾞﾝｸﾞ

ディアス中橋良A 留:可 〒441-8036 大学まで6.5ｋｍ

豊橋市東橋良町74 ｴｱｺﾝ、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別

メゾン岬 留:可 〒441-8036 大学まで6.4ｋｍ、共益費無

豊橋市東橋良町26 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無料、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、ｴｱｺﾝ、都市ｶﾞｽ

岬荘 留:可 〒441-8064 大学まで6.4ｋｍ、共益費無

豊橋市富本町字東郷22-4 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ無料、ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、ｴｱｺﾝ、都市ｶﾞｽ

センチュリーシュンエー 留:可 〒441-8107 大学まで5.7ｋｍ

豊橋市南栄町字東山244-6 ｴｱｺﾝ2台、RC造､ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、都市ｶﾞｽ

アルカディア小松 留:可 〒441-8109 大学まで5ｋｍ、共益費1,000円

豊橋市小松町172-2 RC造､ﾊﾞｽﾄｲﾚ別、都市ｶﾞｽ

25,000 25,000 0 0
洋6＋DK4.5●（3,000円）

30,000 60,000 30,000 16,200
洋6＋K2○

36,000 72,000 0 18,000
　　　　　　　　　　　　　　洋6＋K●（2,000）

37,000 74,000 0 18,500
　　　　　　　　　　　　　　洋9,2＋K●（3,240）

28,000 28,000 28,000 14,000
　　　　　　　　　　　　　　　　洋6,5＋K

28,000 56,000 0 14,000
　　　　　　　　　　　　　　　洋6＋K●（5,400）

メールアドレス sakaejisho@gmail.com

備　考 2年毎の契約更新料無し。保証協会加入不要。

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

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４－９

U R L http://www.wa.commufa.jp/~sakae

31,000 31,000 31,000 16,740
洋8＋K4●（4,000円）

32,000 32,000 32,000 17,280
洋6＋DK4.5○

35,000 35,000 0 18,900
洋6＋K3●（2,000円）

37,000 37,000 37,000 19,980
洋8＋K3+ﾛﾌﾄ4●（3,000円）

42,000 42,000 42,000 22,680
洋8＋DK4.7●（3,000円）

44,000 44,000 44,000 23,760
洋8.5＋K3●（3,000円）

45,000 54,000 0 24,300
洋6＋洋6＋DK5.5●(4,000円)

47,000 47,000 0 0
洋6＋洋6＋LDK12●(4,000円)

40,000 40,000 40,000 21,600
LDK16●(4,000円)

42,000 42,000 42,000 22,680
洋6＋和6＋DK6●(4,000円)



　0532　－　56　－ 2259

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

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11,750円、エアコン

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11,750円、エアコン

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20,000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11,750円、エアコン

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11,750円,エアコン,洗面化粧
台

　0532－52－8855

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

サンハイツ長坂Ａ 留:可 大学まで2.3㎞・共益費2000

修理分担金50000

サンハイツ長坂Ｂ 留:可 大学まで2.3㎞・共益費2000

修理分担金50000

第2北谷荘 留:可
〒441-8044豊橋市南小池町88-
2

大学まで6.9㎞・共益費込み

メゾンテンプル 留:可 大学まで5.2㎞・共益費2000

修理分担金50000

グリーンヒル若松Ａ 留:可 大学まで1.9㎞・共益費3500

町内費800

グリーンヒル若松Ｂ 留:可 大学まで1.9㎞・共益費3500

町内費800

クレセールミユキ 留:可 大学まで3.7㎞・共益費3500

町内費450

エスティーム天伯Ａ 留:可 大学まで450ｍ・共益費1000

修理分担金52500

ラヴィエ・セゾンⅡ 留:相談 大学まで500ｍ・共益費3000

修理分担金50000
35,000 0 0 18,900

1Ｋ・Ｐ有り

34,000 34,000 0 18,360
1Ｋ・Ｐ有り

39,000 0 0 21,060
1Ｋ・Ｐ有り

25,000 50,000 0 13,500
1Ｋ・Ｐなし

28,000 0 0 15,120
1Ｋ・Ｐなし

0 12,960
1Ｋ・Ｐ有り

24,000 0 0 12,960
1Ｋ・Ｐ有り

メールアドレス ｂ00038＠nissho-apn.co.jp

備　考

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

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

29,000 29,000 29,000 31,320
洋6+K+ロフト●（4,000円）

37,000 37,000 37,000 39,960
洋8+K●（4,000円）

27,000 27,000 27,000 29,160
洋8+K●（2,000円）

28,000 28,000 28,000 30,240
洋8+K●（2,000円）

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

〒　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/

メールアドレス toiawase@shingen.info

備　考

業者名 有限会社　　申　源 電話番号

〒441-8122豊橋市天伯町字六ッ
美1-2

〒441-8122豊橋市天伯町字美
吉38

住　所

洋8.3+K●（2,000円）

〒441-8117豊橋市浜道町字北
側50-7

441-8117豊橋市浜道町字北側
50-1

〒441-8107豊橋市南栄町字空
池29-8

〒441-8123豊橋市若松町字北ヶ
谷46-1

1Ｋ・Ｐ有り

38,000 38,000 0 20,520
1Ｋ・Ｐ有り

441-8123豊橋市若松町字北ヶ谷
47-1

〒441-8113豊橋市西幸町字東
脇177-4

32,000 32,000 32,000 34,560

35,000 35,000 0 18,900

24,000 0



0532　-　37　-　4777

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

サンハイツ長坂 留:可 〒441-8117 大学まで2.8km　共益費 2,000

豊橋市浜道町字北側50-7
修理分担金50,000・エアコン・照明器
具

シングル弥生 留:不可 〒441-8106 大学まで5.2km 共益費 2,000

豊橋市弥生町字西豊和37-5 エアコン・モニターホン

第2北谷荘 留:可 〒441-8044 大学まで6.7km 共益費 込

豊橋市南小池町88-2 エアコン・照明器具

第3北谷荘 留:可 〒441-8044 大学まで6.7km 共益費 込

豊橋市南小池町88-1 エアコン・照明器具

ドミールＭ 留:不可 〒441-8044 大学まで6.2km 共益費込

豊橋市南小池町75 エアコン・照明器具・喫煙者不可

グリーンヒル若松 留:可 〒441-8123
大学まで2.3km 共益費 3,500 エアコ
ン

洋8 K 駐車場2,160 町内費800 豊橋市若松町字北ヶ谷46-1 インターネット使い放題・独立洗面台

エルム21 留:可 〒441-8112 大学まで5.1km 共益費1,000 エアコン

洋7.5K駐車場3,000 豊橋市牧野町95-3 修理分担金30,000　ガスコンロ

エスティーム88 留:可 〒441-8156 大学まで5.4km 共益費 1,000

豊橋市高師町字北新切293 エアコン クリーニング25,000

山田壱番館 留:可 〒441-8102 大学まで6.2km 共益費3,000

豊橋市山田一番町106番地7 エアコン・無料インターネット

Ｍ＆Ｉ ＨＯＵＳＥ 留:可 〒441-8122 大学まで0.8km 共益費3,800

豊橋市天伯町字中里66-1 契約一時金50,000エアコン・照明器具

エスティーム天伯 留:可 〒441-8122 大学まで0.3km 共益費1,000

豊橋市天伯町字六ッ美1-2 インターネット無料使い放題 エアコン

ＴＹスタジオアパートメント 留:不可 〒441-8148 大学まで6.6km 共益費2,000

豊橋市一色町字一色上9番地 インターネット無料使い放題 エアコン

パークサイド高師 留:不可 〒441-8156 大学まで5.1km 共益費2,000

豊橋市高師町字西沢50番地8 修理分担金50,000 エアコン・独立洗面台

０５３２－５６－３２３２

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

コーポ小松 留:　可 〒441-8109 5.4ｋｍ　共益費2,000円　エアコン付

小松町188 ライフサポート：2,160円

ハイツ牧野 留:相談 〒441-8107 6km 共益費2,000円　エアコン付

１K　　洋7　　　　　　　　　　　　　　　P：無　 南栄町字蟹原21-39,21-117
水道料：3,086円　ライフサポート：
2,160円

20,000 無 無 54%

20,000 無 無 54%

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

〒440－0888　豊橋市駅前大通一丁目４１

U R L http://minimini.jp/shop/10010/toyohashi/

メールアドレス toyohashi@minimini.jp

備　考 大学までお迎えにあがります。豊橋駅に近い不動産店です。家具・家電付きのお部屋もあります。

業者名 株式会社ミニミニ豊橋店 電話番号

住　所

40,000 80,000 0 21,600
洋9.68 K 駐車場3,000

41,000 0 0 22,140
洋9.9 K 駐車場3,000

37,000 0 0 19,980
洋8.1 Ｋ 駐車場3,240

38,000 0 0 20,520
洋8 K 駐車場3,000

洋8 K 駐車場4,000

33,000 33,000 17,820
洋6 K 駐車場3,240

29,000 0 0 15,660

33,000 0 0 17,820

28,000 50,000 0 15,120
洋or和6 駐車場2,000

29,000～ 29,000～ 0 15,660～

26,000 52,000 0 14,040
洋6 Ｋ 駐車場無

27,000 54,000 0 14,580
和6 Ｋ 駐車場無

24,000 0 0 12,960
洋4.5 K　駐車場3,000　

25,000 50,000 0 13,500
洋7.7 Ｋ 駐車場無

備　考 学生の方は仲介手数料50％（消費税別）、豊橋駅までお迎えにあがります。

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

住　所 〒441－8061　豊橋市藤沢町135番地

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

メールアドレス b00067@nissho-apn.co.jp

業者名 株式会社　ニッショー豊橋南支店 電話番号

１R　洋9.5　　　　　　　　　　　　　　　P：無



イーグル北山 留:可 〒441-8105 4.6km 共益費2,000円　エアコン付

１R　洋9.5　　　　　　　　　　　　　　　P：無　 北山町37-6,37-7 ライフサポート：2,160円

メゾンブランシュ 留:可 441-8108 7.7km 共益費2,000円　エアコン付

町畑町字町畑1-98 ライフサポート：2,160円

セゾングレコ 留:可 〒441-8106 4km　共益費2,000円　エアコン付

弥生町字中原18-4 ライフサポート：2,160円　セパレート

彩季館 留:可 〒441-8106 4.6km 共益費5,000円　エアコン付

弥生町字東豊和65 ライフサポート：2,160円　学生専用

カレッジコーポ　タジマ 留:可 441-8044 6km 共益費2,000円　エアコン付

南小池町14 ライフサポート：2,160円

南部ハイツ・ハーティー 留:可 〒441-8106 4.7ｋｍ　共益費　2,000円　エアコン付

弥生町字西豊和67-4 ライフサポート：2,160円

ハレモアナ 留:可 〒441-8122 1.5ｋｍ　共益費2,000円　エアコン付

天白町字八田平26-1 ライフサポート：2,160円

メモワール弥栄 留:可 〒441-8106 5ｋｍ　共益費　3,000円　エアコン付

弥生町字西豊和45-1 ライフサポート：2,160円

ベルメゾン・ローズ 留:可 440-0853 5.1ｋｍ　共益費　2,000円　エアコン付

佐藤4丁目8-11 ライフサポート：2,160円　セパレート

ハイツ宮前 留:可 〒441-8151
4km エアコン付 インターネット 無
料

曙町字宮前12-2 ライフサポート：2,160円　セパレート

アーバンシティ草間　 留:不可 〒441-8141 5.8ｋｍ　共益費　6,000円　エアコン付

草間町字平東80-4 ライフサポート：2,160円　セパレート

アーバンシティ弥生 留:不可 〒441-8106 4.1ｋｍ　共益費6,000円　エアコン付

弥生町字松原62-3 ライフサポート：2,160円　セパレート

ウインディー津森　Ⅱ 留:可 〒441-8154 3.8ｋｍ　共益費　2,000円

西高師町字津森101-1 ライフサポート：2,700円　セパレート

ガーデンM＆M　A・B 留:不可 〒441-8122 420m　共益費　2,000円　エアコン付

天白町字六ツ美19 ライフサポート：2,160円　セパレート

ROSY　１・北山 留:可 〒441-8112 4.1ｋｍ　共益費2,000円　エアコン付

牧野町字牧野26-100 ライフサポート：2,160円

コーラルリーフ 留:不可 〒441-8151 3.8ｋｍ　共益費　3.000円　エアコン付

曙町字宮前22-1 ライフサポート：2,160円　セパレート

ユートピア・K 留:可 〒441-8122 380ｍ　共益費　2,000円　エアコン付

天白町字六ツ美17-2 ライフサポート：2,160円　セパレート

MONCLER曙 留:相談 〒441-8151 3.4km 共益費　2,000円　エアコン付

曙町字測点168-2 ライフサポート：2,160円　セパレート

０５３２－３８－０８３２

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

ハイツ牧野 留:相談 〒441-8107 6ｋｍ 共益費2,000円 エアコン付

１Ｒ　洋７ P：無 南栄町字蟹原21-39,21-117 水道料：3,086円 火災保険要

49,000 無 無 54%

45,000 無 無 54%

45,000 無 無 54%

43,000 無 無 54%
1DK　洋6.5　DK　　　　　　　　　　　P：3,780円

44,000 無 無 54%

１K　洋6＋K　　　　　　　　　　　　　　P：無　

43,000 無 無 54%
１LDK　LDK１２　和６　　　　　　　　P：3,240円

20,000 無 無 54%

１K　洋6＋K　　　　　　　　　　　　　　P：無　

１K　洋６＋K　　　　　　　　　　　　　P：無

17,000 25,000 無 54.0%

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。

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

電話番号

〒441－8058　豊橋市柱六番町127

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

メールアドレス toyohashiminami@minimini.jp

１K　洋8＋K　　　　　　　　　　　　　P：無

１DK　洋10　DK　4.5　　　　　　　　P：込

１K　洋11.6　＋K　　　　　　　　　　P：3,240円

１Dk　洋8.2　DK　5　　　　　　　　　P：3,240

業者名 株式会社ミニミニ豊橋南店

住　所

41,500 1ヶ月 無 54%
1K　洋9.5＋K　　　　　　　　　　　　　P：4,000円

41,500 1ヶ月 無 54%
１K　洋10.7　＋K　　　　　　　　　　P：4,000円

40,000 無 無 54%
1K　洋8＋K　　　　　　　　　　　　　　P：無

40,000 無 無 54%
2DK　洋6　和4.5　DK6.5　　　　　　P：込

１R　洋１０　　　　　　　　　　　　　　P：2,160円

38,000 無 無 54%

30,000 無 無 54%

35,000 無 無 54%

30,000 無 無 54%
１R　洋6.5　　　　　　　　　　　　　　　P：3,240円

30,000 無 無 54%
１ｋ　洋8　　　　　　　　　　　　　　　　P：無

25,000 無 無 54%

30,000 無 無 54%
１K　洋6＋K　　　　　　　　　　　　　　P：3,240円



イーグル北山 留:可 〒441-8105 4,6ｋｍ　共益費　2,000円　エアコン付

１Ｒ　洋８ P：無 北山町37－6 ライフサポート：2,160円

コーポ小松 留:可 〒441-8109 5.4ｋｍ　共益費2,000円 エアコン付

１Ｒ　洋９．５ Ｐ：無 小松町188 ライフサポート：2,160円

セザンヌ 留:不可 〒441-8106 3.9ｋｍ　共益費2,000円 エアコン付

1Ｋ　洋６+ロフト+Ｋ P：無 弥生町字中原12-7 ライフサポート：2,160円

ミューズイン弥生 留:相談 〒441-8106 4.8km 共益費2,000円 エアコン付

１Ｋ　洋７．７+Ｋ+ロフト P：無 弥生町西豊和56-7 ライフサポート：2,160円

コーポセブン 留:不可 〒441-8043 5.8ｋｍ 共益費込 エアコン付

１ＤＫ　洋６+ＤＫ P：無 高師石塚町字石塚45-2 ライフサポート：2,160円 セパレート

セゾングレコ 留:可 〒441-8106 4ｋｍ 共益費2,000円 エアコン付

1Ｋ　洋６+Ｋ P：3,240円 弥生町字中原18－4 ライフサポート：2,160円 セパレート

プラザ・ドゥ・レシェンテ 留：不可 〒441-8157 4.2ｋｍ 共益費3,000円 エアコン付

１Ｋ　洋６+Ｋ Ｐ：5,400円 上野町字上野35-2 ライフサポート：2,160円 ネット無料

彩季館 留:可 〒441-8106 4.6ｋｍ 共益費5,000円 エアコン付

１Ｒ　洋６．５ P：3,240円 弥生町字東豊和44-5 ライフサポート：2,160円 学生専用

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

１Ｋ　洋７+Ｋ P：2,160円 西高師町字沢向15 ライフサポート：2,160円 ネット無料

メゾン森 留：不可 〒441-8152 2,9ｋｍ　共益費込 エアコン付

１ＤＫ　洋８+ＤＫ P：無 三本木町字新東上2-5 ライフサポート：2,160円 サンルーム

ハレモアナ 留:可 〒441-8122 1,5ｋｍ 共益費 2,000円 エアコン付

１Ｒ　洋１０ P：2,160円 天伯町字八田平26-1 ライフサポート：2,160円

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

１Ｋ　洋６+Ｋ P：3,240円 弥生町字西豊和67-4 ライフサポート：2,160円

ハーティーハウス愛北 留:可 〒441-8107 5.7ｋｍ 共益費2,000円 エアコン付

１Ｋ　洋７+Ｋ P：無 南栄町字空池8-104 ライフサポート：2,160円 セパレート

サンコーポ山田 留:不可 〒441-8102 5,4ｋｍ　共益費込 エアコン付

１Ｋ　洋７+Ｋ P：3,000円 山田一番町88-1、88-3 ネット無料 セパレート 火災保険要

スカイハイツらいむ 留:可 〒441-8156 3.6Km 共益費2,000円　エアコン付

１Ｋ　洋８．８+Ｋ P：無 豊橋市高師町字北新切293 ライフサポート：2,160円 セパレート

グリーンステージ信成 留:可 〒441-8157 4.2ｋｍ 共益費3,200円 エアコン付

１Ｋ　洋９．５+Ｋ P：3,240円 上野町字上原4 契約一時金：50,000円 火災保険要

アーバンシティ弥生 留:不可 〒441-8106 3,7ｋｍ 共益費6,000円 宅配ボックス

１Ｋ　洋１０．７+Ｋ P：4,000円 弥生町字松原62-3 エアコン、セパレート、都市ガス

ユートピアK 留:可 〒441-8122 0,5ｋｍ 共益費2,000円 エアコン付

１Ｋ　洋１１．６+ロフト+Ｋ Ｐ：3,240円 天伯町字六ッ美17‐2 ライフサポート：2,160円 セパレート

コーラルリーフ 留:不可 〒441-8151 4.4ｋｍ 共益費3,000円 エアコン付

１ＤＫ　洋１０+ＤＫ P：込 曙町字宮前22-1 ライフサポート：2,160円 セパレート
46,000 無 無 54.0%

45,000 無 無 54.0%

41,000 無 無 54.0%

41,500 1ヶ月 無 54.0%

35,000 1ヶ月 1ヶ月 54.0%

40,000 無 無 54.0%

35,000 無 無 54.0%

35,000 無 無 54.0%

35,000 無 無 54.0%

35,000 無 無 54.0%

30,000 無 無 54.0%

32,000 無 無 54.0%

30,000 無 無 54.0%

30,000 無 無 54.0%

29,000 無 無 54.0%

30,000 無 無 54.0%

20,000 無 無 54.0%

28,000 無 無 54.0%

20,000 無 無 54.0%



0532－51－5181

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

ラ・ヴェルデ　プリーモ 留:可 〒441－8151 大学迄3.3㎞　共益費無し

豊橋市曙町字南松原101－2
ｴｱｺﾝ・2ﾄﾞｱ冷蔵庫・賃料開始時期応
談

アソシエイトプラザ 留:可 〒441－8022 大学迄7.6㎞　共益費無し

豊橋市野黒町75 ｴｱｺﾝ・ﾐﾆｷｯﾁﾝ・ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ

ユトリロ曙 留:可 〒441－8151 大学迄3.4㎞　共益費3,000円

豊橋市曙町字南松原93 ｴｱｺﾝ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ・ｶｰﾃﾝ・照明器具

マーキュリープラザ 留:可 〒441－8051 大学迄7.4㎞　共益費無し

豊橋市柱四番町55－1 ｴｱｺﾝ・ﾐﾆｷｯﾁﾝ･ﾊﾞｽ､ﾄｲﾚ別々

ユトリロつつじが丘２ 留:可 〒440－0858 大学迄5.3㎞　共益費無し

豊橋市つつじが丘一丁目14－3 ｴｱｺﾝ　技科大生特別料金ﾌﾟﾗﾝ有

ユトリロ三本木 留:可 〒441－8152 大学迄3.3㎞　共益費2,000円

豊橋市三本木町字元三本木82－1 ｴｱｺﾝ・照明器具・ｶｰﾃﾝ

ラ・ヴェルデ　セコンド 留:可 〒440－0858 大学迄6.0㎞　共益費無し

豊橋市つつじが丘三丁目6－6 ｴｱｺﾝ・ＴＶｲﾝﾀｰﾎﾝ・ＩＨｺﾝﾛ

セザンヌ西高師 留:可 〒441－8154 大学迄4.4㎞　共益費2,000円

豊橋市西高師町字小谷53 ｴｱｺﾝ・ｶﾞｽｺﾝﾛ・電動ｼｬｯﾀｰ・照明器具

カワイマンション 留:可 〒441－8031 大学迄7.0㎞　共益費2,000円

豊橋市中郷町173－2 ｴｱｺﾝ・ｶﾞｽｺﾝﾛ・ﾊﾞｽ、ﾄｲﾚ別々

ユトリロ曙 留:可 〒441－8031 大学迄3.4㎞　共益費3,000円

豊橋市曙町字南松原93
ｴｱｺﾝ・ｶｰﾃﾝ・照明器具・ﾊﾞｽ、ﾄｲﾚ
別々

セザンヌ松井 留:可 〒441－8143 大学迄6.3㎞　共益費2,000円

豊橋市松井町字南新切7－2 ｴｱｺﾝ・電動ｼｬｯﾀｰ　Ｈ30、2月新築

0532－38－8860

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

コスモ中浜 留:不可 〒441-8065 大学まで7km

豊橋市中浜町200 ｴｱｺﾝ、ﾓﾆﾀｰ付きｲﾝﾀｰﾎﾝ、保証会社加入要

キャプテンビル 留:可 〒441-8106 大学まで4.9km、共益費2,000円

豊橋市弥生町字東豊和42-25 IHｺﾝﾛ・ｴｱｺﾝ・LED照明2基、保証会社加入要
40,000 40,000 0 46,440

洋8＋Ｋ●（3,000円）

39,000 78,000 0 42,120
洋6+洋6（又は和6）+Ｋ3　●（5,000円）

43,000～ 43,000 43,000 46,440
洋8+Ｋ3+ﾛﾌﾄ3　●（3,000円）

36,000～ 72,000 0 38,880
洋6+和6又は洋6+Ｋ3　●（5,400円敷地外）

39,000～ 39,000 39,000 42,120
洋11+Ｋ2+ﾌﾛﾌﾄ3　●（4,000円）

35,000～ 35,000 35,000 37,800
洋10+Ｋ3　●（6,000円）

37,000 37,000 37,000 39,960
洋6+和6+ＤＫ6

31,000 31,000 31,000 33,480
洋6+Ｋ2　●（4,000円）

32,000 64,000 0 34,560
洋6+Ｋ3　●（5,400円　敷地外）

28,000 56,000 0 30,240
洋6（又は和6）+Ｋ2　●（5,400円）

29,000 58,000 0 31,320
洋6

備　考 ホームページもご覧下さい　　営業時間　9：00～18：00　　年末・年始以外無休

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

住　所 〒440－0883　　豊橋市新川町74（101）

U R L http://www.mizutori-5181.jp/

メールアドレス info@mizutori-f.com

業者名 水鳥不動産　株式会社 電話番号

　間取り　駐車場有無・経費

35,000 35,000 0 41,040
洋6＋Ｋ●（3,000円）

U R L

メールアドレス an19598@sala.jp

備　考

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料

業者名

住　所

43,000 46,440

中部ガス不動産㈱豊橋駅西店 電話番号

〒441－8061　　豊橋市藤沢町１０４番地

http://www.cgf.sala.jp/

43,000 43,000
洋6+ＬＤＫ12　●（5,000円）



0532-53-1212

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

アストラヘリオス 留: 〒441-8122
技科大まで約1.7ｋｍ、共益費（2,000
円）

豊橋市天伯町春日野124 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ対応、ｴｱｺﾝ･ＴＶｲﾝﾀｰﾎﾝ付

　　0532－56－6361

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

レオパレス豊橋第6　207 留:可 〒441-8083
大学までの距離13Km 管理費4,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：1991年3月築

豊橋市東脇３－１６－１９
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

レオパレスＦＬＯＲＩＡⅡ　202 留:可 〒441-3141
大学までの距離5.8Km 管理費6,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：1998年2月築

豊橋市大岩町字北山388-1
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

レオパレスＦＬＯＲＩＡⅡ　204 留:可 〒441-3141
大学までの距離5.8Km 管理費6,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：1998年2月築

豊橋市大岩町字北山388-1
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

レオパレスコスモ　203 留:可 〒441-8042
大学までの距離7.6Km 管理費4,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：2003年7月築

豊橋市小池町原下43-1
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

レオネクストOASIS花中　203 留:可 〒441-8032
大学までの距離8.6Km 管理費6,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：2010年4月築

豊橋市花中町115-2
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

レオネクストOASIS花中　308 留:可 〒441-8032
大学までの距離8.6Km 管理費6,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：2010年4月築

豊橋市花中町115-2
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

レオパレスHANANAKA 308 留:可 〒441-8032
大学までの距離8.4Km 管理費6,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：2009年5月築

豊橋市花中町23-1
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

レオパレスフルールアカネ　302 留:可 〒441-8147
大学までの距離7.7Ｋｍ 管理費6,500
環境維持費：540円（税込み）　　築年数：2008年10月築

豊橋市内張町15-14
火災保険：13,130円～（契約期間：2年）　保証委託料：利
用料の100％～120％（個人契約のみ）　取引態様：貸主

　0532－43－6223

アパート等名 留学生受入 大学までの距離(km), 共益費 有・無

備 考

マンション鈴一 留:可 〒441-8043 大学まで5.5km 共益費込み

豊橋市高師町字石塚21-2 保証金30,000円、エアコン付

43,000 0 43,000 0
間取り　1K 20.81㎡　●（5,076円）

44,000 0 44,000 0
間取り　1Ｋ　20.81㎡　●（4,860円）

40,500 0 40,500 0
間取り　1K　26.08㎡　

41,500 0 41,500 0
間取り　1K 26.08㎡　

36,000 0 36,000 0
間取り　1K 19.87㎡　●（4,860円）

39,000 0 39,000 0
間取り　1K　26.49㎡　

29,000 0 29,000 0
間取り　1K 16.83㎡

36,000 0 0 0
間取り　1K 19.87㎡　●（4,860円）

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

U R L http://www.leopalace21.com/app/searchCondition/tenpoInfoAction.do?centerCode=79

メールアドレス c_toyohashi@leopalace.ne.jp

備　考 家具･家電付のお部屋もご用意しております 宅地建物取引業者免許：国土交通大臣免許（10）第2846号

業者名 ㈱ﾚｵﾊﾟﾚｽ21 レオパレスセンター豊橋 電話番号

住　所 〒440－0076　豊橋市大橋通1-91 稲垣ﾋﾞﾙ1F

22,000 23,760
洋6+K●(4,000円)

メールアドレス sumo-yo.t@fujibussan.co.jp

備　考

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

業者名 スモーヨ豊橋店　冨士物産株式会社 電話番号

住　所 〒441－8151　豊橋市曙町字若松106-2金光ビル1Ｂ

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

39,000 78,000 無し 42,120
１Ｋ、駐車場有（3,40円/月）

メールアドレス fudosan@chuo-ken.com

備　考

所在地 家賃 敷金 礼金 仲介料
　間取り　駐車場有無・経費

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/



フォレスト小池 留:可 〒441-8153 大学まで2.5㎞　共益費3,000円

豊橋市高師石塚町字石塚7-1 保証金50,000円、エアコン付

シャトレ高柳 留:可 〒441-8042 大学まで12km 共益費込み

豊橋市小池町字鍵田60-1 保証金23,000円、エアコン付

トップヒルⅡ 留:可 〒441-8151 大学まで3.3km 共益費3,500円

豊橋市曙町字測点20-2 保証金60,000円、エアコン付

松河ハウス 留:不可 〒441-8112 大学まで4.8km 共益費3,000円

洋6+K1 豊橋市牧野町6-2 バス・トイレ別、保証金60,000円

キャンパスシティー弥生 留:不可 〒441-8106 大学まで4.7km 共益費3,000円

洋6+K 豊橋市弥生町西豊和49-2 保証金60,000円、エアコン付

is高師 留:不可 〒441-8153 大学まで2.5㎞　共益費2,000円

豊橋市高師本郷町字東上27-27 保証金60,000円、エアコン付

メゾンピュアホワイト 留:可 〒441-8107 大学まで5.1km 共益費込み

豊橋市弥生町字西豊和47-7
保証金64,000円、バス・トイレ別、エアコン
付

シュンエー荘 留:可 〒441-8107 大学まで5.5km 共益費込み

豊橋市南栄町東山244-2 バス・トイレ別、エアコン付

カーサ南栄 留:可 〒441-8107 大学まで5.4km 共益費込み

豊橋市南栄町東山222-4-5 保証金30,000円、エアコン付

若松荘B 留:可 〒441-8151 大学まで3.5km 共益費3,000円

豊橋市曙町字若松131 バス・トイレ別

ハイツ三休 留:可 〒441-8107 大学まで5.5km 共益費2,000円

豊橋市南栄町字蟹原16-8
保証金35,000円、バス・トイレ別、エアコン
付

コーポラスソーシャル 留:不可 〒441-8056 大学まで6km 共益費込み

洋7+k+ロフト○(駐車場1台込み) 豊橋市柱八番町74
エアコン付、インターネット使用料無
料

サニーハイツ童夢 留:不可 〒441-8106 大学まで4.8km 共益費2,000円

洋8+DK6●(3,240円) 豊橋市弥生町字中原12-21 バス・トイレ別、エアコン付

コーポラスセレクション 留:不可 〒441-8056 大学まで6km 共益費込み

洋6+k+ロフト○(駐車場1台込み) 豊橋市柱八番町74-1
エアコン付、インターネット使用料無
料

アストラヘリオス 留:不可 〒441-8122 大学まで1.1km 共益費2,000円

洋9+DK6●(3,240円) 豊橋市天伯町字春日野124-2 バス・トイレ別、エアコン付

ハイツ香田 留:可 〒441-8151 大学まで4.3km 共益費2,000円

洋6+洋6＋洋6+K●(3,000円) 豊橋市曙町字南松原32-3 ルームシェア可、エアコン付

ヴィラ若松 留:可 〒441-8151 大学まで3.5km 共益費4,000円

洋6+洋6＋DK6○(駐車場１台込) 豊橋市曙町字若松125 バス・トイレ別

パラシオン 留:可 〒441-8123 大学まで3km 共益費2,500円

洋9+K●(3,000円) 豊橋市若松町字北ケ谷157 バス・トイレ別、エアコン付

朝日マンション 留:可 〒441-8106 大学まで4.9km 共益費込み

洋6+和6+和6+DK6＋S●(3,000円) 豊橋市松井町字中新切67
バス・トイレ別、エアコン付、インターネット使用料
無料

41,040

和6+和6+DK○(駐車場1台込み)

洋8+K●(5,000円)

38,000 76,000

33,000 66,000 35,640
洋6+洋4.5＋DK5●(2,000円)

33,000 35,640
洋8+K●(4,000円)

30,000 32,400
洋7.5+K●(3,000円)

32,000 34,560
洋8+DK2.5●(3,000円)

27,000 29,160

28,000 30,240

23,000 24,840
洋6+K●(5,000円)

23,500 25,380
洋6+K●(3,000円)

22,000 23,760
洋6+ロフト

44,000 88,000 44,000 47,520

45,000 48,600

40,000 80,000 43,200

40,000 40,000 43,200

38,000 50,000 41,040

39,000 78,000 42,120

35,000 35,000 37,800

36,000 50,000 38,880

34,000 68,000 36,720


