
新潟工科大学



１

家賃 月額 26,000円

駐車場代 月額 3,000円

共益費 月額 1,600円

住 所：柏崎市横山１１３６－２（大学から車で5分、自転車10分）

間取り：洋６帖
バス・トイレ別
家電付き（エアコン、冷蔵庫、
全自動洗濯機、電子レンジ）

更 新：4年更新

入居時費用：112,500円（3月分の家賃込）
内 訳：基本清掃代 19,800円

（家電クリーニング代別途※1)

4月分家賃 26,000円
3月分家賃 12,000円
共益費 1,600円
3月分駐車代 1,400円(利用者のみ)

仲介手数料 28,800円
鍵交換費用 13,200円
家財保険 9,900円

管 理：八幡開発株式会社
新潟県柏崎市横山４４０-１
TEL：０２５７-２２-３３５７

サンフラワーⅡ【築27年】

除雪費：別途

駐車場の除雪が必要
となった場合は1回
あたり1,500円程
度を利用者に負担し

てもらいます

※1家電クリーニング費用、消耗品の交換費用として
退去時に40,000円程度の費用がかかります。



２ サンプロスクA・B

家賃 月額 27,000円

駐車場代 月額 3,300円
共益費 月額 3,000円

間取り：

設 備：

101. 104. 201. 204号室
洋9.9帖 キッチン2.5帖

102. 103. 202. 203号室
洋7.86帖 キッチン2.78帖

バス・トイレ別、BSアンテナ、
インターネット（Bフレッツ）、エアコン、
クローゼット、シューズボックス

更 新：2年更新

入居時費用：86,700円＋3月分家賃＋火災保険料+町内会費

内 訳：ハウスクリーニング費用 27,000円
仲介手数料 29,700円
4月分家賃 27,000円、4月分共益費3,000円
町内会費 実費
3月分家賃（日割り）

火災保険要加入（保険料別途）

住 所：柏崎市藤橋294－1（大学から徒歩10分）

【築27年】

仲 介：株式会社 オフィス・シナダ 新潟県柏崎市西港町4-19
TEL：0257-41-５07７

使いやすい仕切りのあるクローゼット 壊れにくい室内給湯器！

キッチンパネルでお掃除 楽々！

積水ハウス



３

家賃 月額 30,000円

駐車場代 月額 3,000円

住 所：柏崎市藤橋３０３（大学まで徒歩9分）

間取り：洋８帖
バス・トイレ別
ウォシュレット付トイレ
エアコン付き ※令和4年9月新品交換済み

更 新：２年更新

入居時費用：93,000円＋3月分家賃＋火災保険料

内 訳：敷金 30,000円
4月分家賃 30,000円
仲介手数料 33,000円
3月分家賃（日割り）

火災保険要加入（保険料別途）

募集・管理：株式会社アーク不動産
新潟県柏崎市幸町3番26号
TEL：0257－22－6170

第10トモエイ藤橋【築27年】

共益費 月額 家賃に含む



第8トモエイ藤橋【築2７年】４

家賃 月額 30,000円

駐車場代 月額 3,000円

住 所：柏崎市藤橋３０３（大学まで徒歩９分）

間取り：洋８帖
バス・トイレ別
ウオシュレット付トイレ
エアコン付き ※令和4年9月新品交換済み

更 新：２年更新

募集・管理：株式会社アーク不動産
新潟県柏崎市幸町3番26号
TEL：0257－22－6170

入居時費用：93,000円＋3月分家賃＋火災保険料

内 訳：敷金 30,000円
4月分家賃 30,000円
仲介手数料 33,000円
3月分家賃（日割り）

火災保険要加入（保険料別途）

共益費 月額 家賃に含む



メゾン・サカセキ【築26年】５

家賃 月額 28,000円

駐車場代 月額 3,000円

住 所：柏崎市藤橋３１７－２（大学まで徒歩6分）

間取り：洋７帖
バス・トイレ別
エアコン付き

更 新：２年更新

入居時費用：111,400円＋3月分家賃
＋3月駐車場代(契約者のみ)

内 訳：敷金28,000円
4月分家賃2８,000円
町内会費300円
仲介手数料34,100円
3月分家賃（日割り）

3月分駐車場代（日割り）※契約者のみ

火災保険料18,000円
（2年間掛け金）

管 理：株式会社ai-will
新潟県柏崎市田中１０－３１
TEL：0257－35－5370

共益費 月額 家賃に含む



ヒルサイドハイツA～C
【築26～29年】

６

家賃 月額 23,000円

駐車場代 月額 2,000円
住 所：柏崎市藤橋３１０－５（大学まで徒歩8分）

間取り：洋７帖
バス・トイレ別
エアコン付き
インターネット無料

更 新：4年更新

管 理：有限会社イッケン
新潟県柏崎市錦町8番29号
TEL：0257－22－1422

オール電化です

入居時費用：99,600円（入居月の家賃含む）
内 訳：退去時クリーニング代23,000円

3月分家賃9,000円、4月分家賃23,000円
保険料16,000円（2年分）
仲介手数料25,300円
ガス水道開栓手数料3,300円
※入居の有無に関わらず入居月の

家賃（9,000円）が必要です。

共益費 月額 家賃に含む



ビストハウスⅡ・Ⅲ【築26年】

家賃 月額 30,000円

駐車場代 月額 3,000円

７

住 所：柏崎市堀2250－1（大学から徒歩5分）

間取り：8帖 サンルーム1.5帖
バス・トイレ別
ウォシュレット付きトイレ
エアコン付き

更 新：２年更新

入居時費用：95,000円＋3月分家賃+火災保険料

内 訳：敷金 30,000円
4月分家賃 30,000円
4月分共益費 2,000円
仲介手数料 33,000円
3月分家賃（日割り）

火災保険要加入（保険料別途）

募 集：株式会社アーク不動産
新潟県柏崎市幸町3番26号
TEL：0257－22－6170

町内会費含む

設 備：レンタル家電 3,000円～
(テレビ・冷蔵庫・ガスコンロ・
洗濯機・電子レンジ)

アパート専用コイン乾燥機有り

共益費 月額 2,000円

2022年リノベーション実施！



クローバーハイツⅠ・Ⅱ
【築2６年】平成17年・平成21年・令和元年 一部改装

８

住 所 ： （Ⅰ）柏崎市堀2260-4
（Ⅱ）柏崎市堀2259-4（大学より徒歩7分）

家賃 月額 29,000円
共益費 家賃に含む

駐車場代 車 月額 3,000円
バイク 月額 1,000円

冬期除雪費
は駐車料金
に含みます。

入居時費用 ： 89,900円＋3月分家賃（日割り）＋火災保険料

内 訳：敷金 29,000円
4月分家賃 29,000円
仲介手数料 31,900円
３月分家賃(日割り)

火災保険要加入（2年間の借家人賠償付の加入が必要、保険料別途）

更 新 ： 2年更新

間取り ： 洋８帖（１ｋ）
バス・トイレ別、エアコン・洗濯乾燥除湿器・
インターネット・給湯（都市ガス）

募集・管理： 株式会社アーク不動産
新潟県柏崎市幸町3番26号
ＴＥＬ ： 0257-22-6170



コーポリバティ堀【築26年】９

家賃 月額 21,000円

駐車場代 月額 3,000円

住 所：柏崎市堀１８９７－１（大学から徒歩8分）

間取り：６．７５帖
バス・トイレ別
エアコン付き

更 新：4年更新

入居時費用：61,000円
内 訳：退去時クリーニング21,000円、3月分家賃9,000円

4月分家賃21,000円
仲介手数料10,000円
火災保険要加入（保険料別途）
※入居の有無に関わらず3月分の家賃が必要です。

管 理：長井 信栄
TEL:090-6946-1162

共益費 家賃に含む



10 ライトウイン
家賃 １F 月額 37,000円

２F 月額 38,000円

駐車場代 月額 3,300円

共益費 月額 家賃に含む

間取り：

設 備：

洋9.5帖、ロフト3帖、キッチン3.5帖
バス・トイレ別

BSアンテナ、インターネット（Bフレッツ）、独
立洗面化粧台、浴室乾燥機、トイレウォシュレッ
ト、エアコン、TVインターホン、クローゼット、
シューズボックス、ベランダ

更 新：2年更新

入居時費用：92,000円（2Fの場合は＋1,000円）
＋3月分家賃＋火災保険料＋町内会費

内 訳：ハウスクリーニング費用38,500円、
仲介手数料16,500円、
家賃4月分(37,000円)、町内会費(実費)
3月分家賃（日割り）、
火災保険要加入（保険料別途）

住 所：柏崎市長峰町4－16（大学から自転車10分）

【築21年】

仲介：株式会社 オフィス・シナダ
新潟県柏崎市西港町4-19
TEL：０２５７-41-５1７7浴室乾燥機あり！ 独立洗面化粧台あり！

TVインターホン付で安心便利なロフト付き


