
学生マンションガイド 2023

総合学園 ヒューマンアカデミー京都校 入学事務局

TEL．０７５-４１１-９７４９  FAX．０７５-４１１-９７６０国土交通大臣免許(2)第9054号

加盟団体／（一社）不動産流通経営協会　（公社）首都圏不動産公正取引協議会　労働派遣事業許可番号 派26-300690　有料職業紹介許可番号 26-ユ-300508

旧住所  〒602-0033 京都府京都市上京区今出川通室町東入今出川町313 SAKURA BLD.今出川Ⅱ1F
新住所  〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110-14 烏丸今出川ビル 3F

京都今出川店

地下鉄今出川駅2番出口より
徒歩約1分

2番出口

烏丸今出川ビル 3F　

新店舗

至 京都駅

【RND】498157

ナジック学生マンションの強み「ナジッククラブ24」

Nas ic マンションのポイント

1Point

日常のトラブルに愛情をもってお応え 身体の不調や病気、ケガにもしっかり対応

メンテナンスサービス24 メディカルサービス24
鍵をなくした、エアコンの調子がおかしい、台所の水が流れない、どこかの部
屋が騒がしい、不審者がうろついている…トラブルは、予期せぬときにやって
きます。こうした日常のトラブルに24時間365日愛情をもって応えてくれるの
が｢メンテナンスサービス24｣。初めての一人暮らしでも、心配は不要です。
（※このサービスは「NasicClub24」の会員の皆様のために、弊社が保険契約をし、保険料を
負担しているサービスです）

健康医療相談 メンタルヘルス相談 近隣の病院案内
体の不調、病気、何科を
受診したらいい？医師や
看護師が24時間体制で
アドバイスします。

精神的な不安や悩みを
感じた場合にも、臨床心理
士等の専門的なアドバイ
スを行っています。

専門の医療スタッフが相
談内容や症状を確認した
うえで近隣の病院を案内
いたします。

初めてのひとり暮らしも安心。
ナジックだから頼れる24時間サポート！ナジッククラブ24

ひとり暮らしの
こんな

トラブルに…

近くに病院
あるかな

家の周りに
不審者が…

鍵をなくした…

何科を受診
したらいい？

エアコンの
調子が悪い

夜中に熱が出た

年会費27,060円 （税込）

相談

悩み サポート

安心

●地下鉄烏丸線／今出川駅 徒歩18分
●市バス／今出川浄福寺停 徒歩2分キャンパスヴィレッジ京都今出川通16

食事付き学生マンション

0120-749-025

120,000円／契約時 120,000円／更新時

■専有面積/17.40㎡ 他

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

62,000円～73,000円
学校まで 自転車 約19分（約4,600ｍ）

■所在地／京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入二丁目東上善寺町173番
■竣工／2022年3月完成  ■鉄筋コンクリート造7F ■総戸数／全66室

■設備　宅配BOX／駐輪場／バストイレセパレート／洗面化粧台／浴室乾燥機／温水洗浄便座／ガス給湯／家
具家電付（洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・居室照明・机・椅子・ベッド・カーテン）／ディンプルキー／シューズケース／エ
アコン／ベランダ／NasicNet（光回線）無料（ご利用に際しお手続きは不要ですが、Wi-Fi環境でご利用されたい場
合は無線LANルーターを家電量販店でご購入ください）

管理人は日勤（平日8時～17時のみの勤務）
食事●朝食：275円（税込）/食　夕食：660円（税込）/食(お食事は前営業日の9時までに専用システムより発注）

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
保証委託●必須※　Nasic CLUB24●27,060円／(年額・税込)　町内会費●100円（年額・非課税）

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

26,000円／月

Btype

築 浅

※ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプランによって金額は変動いたしますので、詳細については担当店までお問い合わせください。　

●名神高速道路をご利用の場合
1.京都南インターを出て、国道1号線を北へお進みください。
2.約３km先の東寺がある交差点（京阪国道口）を右折してください。
3.約500m先の近鉄京都線（高架）を通過して、1つ目の信号（九条油小路）を左折。
4.約3.7㎞先、堀川今出川の交差点を右折して今出川通に入る。
5.約６５０ｍ先烏丸今出川の交差点を左折して烏丸通に入る。
６．約150ｍ直進先１Ｆがローソンのビルです。

お車でお越しの場合

ナジック

2022年9月より店舗移転します。

株式会社学生センター 京都今出川店に駐車場はございません。周辺のコインパーキングをご利用ください。注

ナジックのHPへ
アクセス

●全国どこからでもスマホでアクセスし、相談ができちゃう♪
●自宅に居ながらお部屋の下見を画面越しにできちゃう♪♪

利用
方法

「お問い合わせ・
来店予約」から
オンライン住ま
い探し相談を申
し込む

数日以内にオン
ライン住まい探し
相談申込完了と
zoom参加URL
のメールが届く

参加URLにアク
セスしてzoom
アプリを起動して
ください。

zoomを使用した『オンライン住まい探し相談』をご活用くださいzoomを使用した『オンライン住まい探し相談』をご活用ください

1 2 3 4

ビデオコミュニケーションアプリ

学生マンション無料予約受付中！！

6月 7月 8月 9月

無料予約
お電話での予約も可能♪

お一人様1物件予約可能。
途中での予約物件変更もOK!!

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
申し込み

JUMP!!

入 居この期間の家賃は発生しません！

ナジックでは、総合学園ヒューマンアカデミー京都校ご進学予定の皆様から、毎年6月頃からマ
ンションのご予約を受付しております。予約をすると、合格発表後スムーズにお部屋のお申し込み
ができます！新入生のためにジャンプシステム〔10月～の申し込みでも
お家賃は入居日（契約開始日）まで発生しません※〕を
行っていますのでぜひご利用ください♪
※家賃不発生は最長3月31日までです。

※物件によって異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

まずは、スタッフまで
お電話ください♪

LINE で気軽に
簡単お部屋探し

▼ QRからさっそくお問い合わせ！
※お部屋探し専用アカウントです

ネット無料



6 ●京都本線/祇園四条駅　徒歩3分
●阪急京都線/河原町駅　徒歩7分ウィッシュ河原町

7 ●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩7分
●地下鉄烏丸線／四条駅 徒歩11分エル・セレーノ本能寺町

※ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプランによって金額は変動いたしますので、詳細については担当店までお問い合わせください。
※2023年3月31日までにご契約いただいた方限定になります。キャンペーン対象部屋・対象室数に限りがあります。キャンペーン内容は「退去されるまで」適応されます。早期終了する場合がございます。

※ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプランによって金額は変動いたしますので、詳細については担当店までお問い合わせください。
※2023年3月31日までにご契約いただいた方限定になります。キャンペーン対象部屋・対象室数に限りがあります。キャンペーン内容は「退去されるまで」適応されます。早期終了する場合がございます。

洗面台付きセパレートタイプマンション
12 15～

総合学園ヒューマンアカデミー京都校では、新入生・保護者様が安心してより良いお部屋探しが出来るように、平成
23年より株式会社学生情報センターと連携して、学生マンションのお住まいをご紹介しております。
このサービスにより、「24時間管理学生マンション」の紹介を受けることができます。
具体的なお部屋探しのスタートから契約までの手続き等、ひとり暮らしのご相談については、株式会社学生情報
センター（nasic）までお問い合わせください。

総合学園ヒューマンアカデミー京都校　入学事務局

京都校

12

紹介物件一覧
コートハウス大西
アネックスパルマ
柊マンション
センターヴィレッジ御池
Octhill
ウィッシュ河原町
エル・セレーノ本能寺町
ジュネス三京
CASAVEDE寺町二条
風の館
響の館
マホガニーコート
ＨＧＹ富小路
アミカーレ錦
With京Seasons
キャンパスヴィレッジ京都今出川通

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

五
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家電付きマンション
4 7～

ユニットタイプマンション
1 3～

11 ●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩6分
●市バス／新町御池停 徒歩2分響の館

10 ●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩6分
●市バス／新町御池停 徒歩2分風の館

セパレートタイプマンション
8 11～

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5 Octhill ●阪急京都線／河原町駅 徒歩6分
●地下鉄烏丸線／四条駅 徒歩10分

学校まで 徒歩 約4分（約320m）

■設備　カードキー／駐輪場／バイク置場（50ccのみ）／エレベーター／温水洗浄
便座（B～Fタイプ）／IHコンロ(1口)／電気給湯／エアコン／吊棚／フローリング調
クッションフロア他／インターネット（無料）／宅配BOX／ロールカーテン

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　保証委託●必須※

●共益費

●家　賃

7,000円
52,000円～71,000円

■専有面積/25.12㎡ 他
●礼　金 ●更新料60,000円／契約時 60,000円／更新時

冷
蔵
庫

洗
濯
機

電
子
レ
ン
ジ

家電
3点付き 【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■所在地／京都市中京区蛸薬師通富小路東入油屋町141
■竣工／1999年8月（2010年11月外装リニューアル）  ■構造／鉄筋コンクリート造8F   ■総戸数／全72室

15 ●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩6分
●市バス／烏丸御池停 徒歩3分With京Seasons

14 ●阪急京都線／河原町駅 徒歩6分
●地下鉄烏丸線／四条駅 徒歩8分アミカーレ錦

物件所在地マップ

※総合学園ヒューマンアカデミー京都校 最寄の京都市営地下鉄 四条駅までの
交通費・乗車時間です。
定期代は、学割適用時の金額を記載しております。（２０２２.７現在のもの）

学割定期料金＆乗車時間
地下鉄烏丸線

京都駅

五条駅

烏丸御池駅

丸太町駅

今出川駅

乗車券

220円

220円

220円

220円

260円

学割定期代（１ヶ月）

6,600円

6,600円

6,600円

6,600円

7,860円

乗車時間

4分

2分

2分

4分

6分

9 CASAVERDE寺町二条

総合学園ヒューマンアカデミー京都校

2 ●地下鉄烏丸線／九条駅 徒歩５分
●JR京都線／京都駅 徒歩10分アネックスパルマ

学校まで 自転車 約13分（約3,200m）

■所在地／京都市南区東九条上御霊町40-1
■竣工／1994年3月完成
■構造／鉄骨造6F  ■総戸数／全25室

■設備　駐輪場／バイク置場（50ccのみ）／エレベーター／ラジエントヒーター（1口）
／ガス給湯／エアコン／フローリング調クッションフロア（一部ウッドタイル）／家電付
き（冷蔵庫・電子レンジ・居室照明）／インターネット（有料）

敷金●なし　損害保険●個別加入不要　水道代●2,750円／月（定額・税込）
鍵交換費用●18,700円／契約時（税込）Nasic CLUB24●54,120円（2年契約･税込）
基本清掃料●40,700円（税込）／契約時お預かり　保証委託●必須※

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

6,000円
42,500円～50,000円

【仲介】※取引条件有効期限2022/9/30迄

■専有面積/16.88㎡ 他

70,000円／契約時 60,000円／更新時

3 ●地下鉄烏丸線／今出川駅 徒歩7分
●地下鉄烏丸線／鞍馬口駅 徒歩7分柊マンション

学校まで 自転車 約16分（約4,000ｍ）

■所在地／京都市上京区新町通寺ノ内上ル東入道正町459
■竣工／1979年3月完成（1998年9月内装リニューアル）
■構造／鉄筋コンクリート造3F   ■総戸数／全20室

■設備　駐輪場／バイク置場（50ccのみ）／コインランドリー／ガスコンロ（2口・要持
込）／ガス給湯／洗濯機置場（1Fのみ・室外）／エアコン／フローリング調クッションフ
ロア／インターネット（無料）／都市ガス

敷金●なし　基本清掃費●38,500円／契約時(税込)　損害保険●個別加入不要
水道代●2,750円／月(定額・税込)　鍵交換費用●18,700円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　町内会費●3,500円／(年額)　保証委託●必須※

●共益費

●家　賃

6,300円
29,000円～30,000円

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/20.25㎡ ●礼　金 ●更新料なし なし

その他物件もあります！
詳しくはお気軽に

お問い合わせください

4 ●地下鉄東西線／京都市役所前駅 徒歩3分
●地下鉄烏丸線･東西線／烏丸御池駅 徒歩10分センターヴィレッジ御池1 ●地下鉄烏丸線／今出川駅 徒歩6分

●地下鉄烏丸線／鞍馬口駅 徒歩7分コートハウス大西

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/19.73㎡ 他

学校まで 自転車 約16分（約3,900ｍ）■所在地／京都市上京区室町通上立売上ル室町頭町272
■竣工／1987年10月完成  ■構造／鉄骨造・鉄筋コンクリート造3F
■総戸数／全23室 

■設備　駐輪場／コインランドリー／ガスコンロ（1口・要持込）／ガス給湯／洗濯機置場（室内：一部ベランダ）／エアコン／フローリ
ング／インターネット（有料）／都市ガス／防犯カメラ／カメラ付インターフォン（Ａ・Ａ’タイプのみ）／洗面化粧台（102・202・303のみ）

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要
水道代●2,750円/月(定額・税込)　鍵交換費用●18,700円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　町内会費●1,200円／(年額)
保証委託●必須※

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

6,000円
38,500円～55,000円

60,000円／契約時 なし

家電3点設置

アコーディオンカーテン

8 ●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩3分
●市バス／烏丸御池停 徒歩3分ジュネス三京 12 ●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩7分

●市バス／堀川御池停 徒歩3分マホガニーコート

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/25.67㎡ 他

学校まで 自転車 約7分（約1,600ｍ）■所在地／京都市中京区小川通御池下ル壺屋町448番地
■竣工／2006年3月  　■構造／鉄骨造6F
■総戸数／全40室 

■設備　カードキー／駐輪場／バイク置場（50ccのみ）／エレベーター／ラジエントヒーター(2口)／電気給湯／エアコン／中扉／フ
ローリング調クッションフロア／インターネット(有料)／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要
水道代●2,750円／月(定額・税込)　ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)　Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)
町内会費●1,000円／(年額)　保証委託●必須※

●共益費

●入館料 ●更新入館料

●家　賃

6,000円
50,000円～59,500円

60,000円／契約時 60,000円／更新時

冷
蔵
庫

洗
濯
機

電
子
レ
ン
ジ

家電
3点付き

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/21.90㎡ 他

学校まで 自転車 約5分（約1,100ｍ）■所在地／京都市中京区押小路通御幸町東入ル亀屋町404
■竣工／2000年3月  ■構造／鉄骨造5F
■総戸数／全10室

■設備　カードキー／駐輪場／IHコンロ（1口）／電気給湯／エアコン／吊棚／フ
ローリング調クッションフロア／インターネット(有料)／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要
水道代●2,750円/月(定額・税込)　ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)　Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)
保証委託●必須※

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

6,000円
48,500円～52,500円

60,000円／契約時 なし

13 ●地下鉄東西線／京都市役所前駅 徒歩7分
●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩8分ＨＧＹ富小路

■専有面積/21.18㎡
Btype

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

※写真掲載の家具・家電・観葉植物・その他小物は設備に含まれません。

■専有面積/21.26v㎡

学校まで 自転車 約5分（約1,200ｍ）■所在地／京都府京都市中京区室町通三条上ル役行者町377
■竣工／1998年8月完成  ■構造／鉄筋コンクリート造5F
■総戸数／全32室

■設備　駐輪場／バイク置場（50ccのみ）／エレベーター／ラジエントヒーター（1口）／電気給湯／エアコン／フローリング調クッショ
ンフロア／インターネット（有料）／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要
水道代●2,750円／月(定額・税込)　ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)　Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)
町内会費●3,000円/（年額）　保証委託●必須※

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

7,000円
44,500円～58,500円

60,000円／契約時 60,000円／更新時

C

学校まで 徒歩約12分（約900ｍ）

■所在地／京都市東山区大和大路通四条下る2町目亀井町54-1
■竣工／1986年8月  ■構造／鉄骨造6F   ■総戸数／26室

■設備　ディンプルキー／駐輪場／エレベーター／オートロック／ガスコンロ1口要持
込(一部ガスコンロ2口設置)／ガス給湯／エアコン／フローリング／インターネット（無
料）／都市ガス／宅配BOX／居室照明

敷金●70,000円/契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代 ●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　保証委託●必須※

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

50,000円／契約時 なし
4,500円
34,000円～48,000円

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/18.45㎡他

ネット無料

冷
蔵
庫

洗
濯
機

電
子
レ
ン
ジ

家電
3点付き

■所在地／京都市中京区六角通油小路東入ル本能寺町102
■竣工／2002年3月（2017年2月外装リニューアル） ■構造／鉄筋コンクリート造7F ■総戸数／全60室 

■設備　カードキー／駐輪場／バイク置場(50ccのみ)／バイク置場(50cc超・有料)／エレベー
ター／温水洗浄便座／IHコンロ(2口)／電気給湯／エアコン／フローリング調クッションフロア／
インターネット（無料）／宅配BOX／独立洗面台付き（Ｄ・Ｅタイプのみ）

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代 ●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　町内会費●3,600円／(年額)　保証委託●必須※

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

なし なし
6,000円
57,500円～65,500円

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/25.70㎡ 他

冷
蔵
庫

洗
濯
機

電
子
レ
ン
ジ

掃
除
機

照 

明
新品家具・家電
5点付き

※駐車場利用条件 ： バイク（50cc超）置場：全3台・月額賃料15，000円（税別）

※Ｄ、Ｅタイプは全面改装部屋につき、
家具家電及び賃料値引きの適用はございません

※家電を希望しない場合は記載賃料より3,000円値下げ

学校まで 自転車 約6分（約1,300m）

学校まで 自転車 約7分（約1,700m）

■所在地／京都市中京区釜座通押小路下ル下松屋町717
■竣工／1997年3月　 ■構造／鉄筋コンクリート造5F   ■総戸数／全24室

■設備　カードキー／駐輪場／エレベーター/ＩＨコンロ(1口)／電気給湯／エアコン
／吊棚／フローリング調クッションフロア／インターネット(有料)／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　町内会費●1,200円／(年額)　保証委託●必須※

●共益費

●家　賃

6,000円
46,000円～55,000円

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/22.00㎡ 他

60,000円／契約時 なし●礼　金 ●更新料

学校まで 自転車 約7分（約1,700ｍ）

■所在地／京都市中京区釜座通押小路下ル下松屋町713
■竣工／2002年3月　■構造／鉄筋コンクリート造8F　■総戸数／全40室

■設備　カードキー／駐輪場／バイク置場(50㏄超は全4台まで)／エレベーター／IH
コンロ（2口）／電気給湯／エアコン／吊棚／フローリング調クッションフロア／イン
ターネット(有料)／温水洗浄便座／宅配BOX

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
設備維持費●990円／(月額・税込)　Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)
町内会費●1,200円／(年額)　保証委託●必須※

●共益費

●家　賃

6,000円
53,000円～58,500円

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

60,000円／契約時●礼　金
■専有面積/25.24㎡他

なし●更新料

■所在地／京都市中京区富小路通三条上ル福長町111
■竣工／2001年3月  ■構造／鉄筋コンクリート造5F   ■総戸数／全16室 

■設備　カードキー／駐輪場／エレベーター／IHコンロ(1口)／電気給湯／エアコン／
吊棚／フローリング調クッションフロア／インターネット(有料)／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　保証委託●必須※

●共益費

●家　賃

7,000円
45,500円～56,000円

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/26.87㎡ 他

学校まで 徒歩 約8分（約640m）

●礼　金 ●更新料

●更新料

60,000円/契約時 60,000円／更新時

60,000円／契約時 60,000円／更新時

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/25.35㎡ 他

56,500円～69,500円
学校まで 徒歩 約2分（約110m）

■所在地／京都市中京区富小路通錦小路下ル西大文字町609番地　　
■竣工／2010年3月  ■構造／鉄筋コンクリート造9F   ■総戸数／全96室 

■設備　カードキー／駐輪場／バイク置場（50ccのみ・有料）／エレベーター／浴室
乾燥機／ガスコンロ(2口・要持込)／ガス給湯／エアコン／フローリング調クッションフ
ロア／インターネット(無料)／都市ガス／宅配BOX／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)　町内会費●3,000円／(年額)　保証委託●必須※

●共益費

●礼　金

●家　賃

8,000円

■所在地／京都府京都市中京区小川通御池上ル下古城町399
■竣工／2007年3月完成  　■構造／鉄筋コンクリート造9F   ■総戸数／全48室

■設備　カードキー／駐輪場／エレベーター／IHコンロ（1口）／洗面化粧台／ガス
給湯／エアコン／フローリング調クッションフロア／浴室乾燥機／インターネット（有
料）／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要　水道代●2,750円／月(定額・税込)
ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）　鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
Nasic CLUB24●27,060円／(年額・税込)　町内会費●3,000円/（年額）　保証委託●必須※

●共益費

●家　賃

8,000円
49,000円～65,000円

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

■専有面積/26.10㎡ 他

●入館料 ●更新入館料60,000円／契約時 60,000円／更新時

学校まで 自転車 約8分（約1,800m）

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジをお付け
いたします。部屋に限りがあります。早

期終了する場合がございます

円
引

キャンペーン※

料
賃 3,000円き 円

引

キャンペーン※

料
賃 3,000円き

円
引

キャンペーン※

料
賃 3,000円き

●地下鉄東西線／京都市役所前駅 徒歩4分
●地下鉄烏丸線・東西線／烏丸御池駅 徒歩12分

学校まで 自転車 約6分（約1,300ｍ）

■所在地／京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町444-1
■竣工／2000年3月  ■構造／鉄筋コンクリート造10F
■総戸数／全45室

■設備　カードキー／駐輪場／エレベーター／IHコンロ（1口）／電気給湯／エアコン／
吊棚／フローリング調クッションフロア／インターネット（有料）／温水洗浄便座

敷金●70,000円／契約時お預り　損害保険●個別加入不要
水道代●2,750円／月(定額・税込)　ゴミ処理代●1,320円／（月額・税込）
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)　Nasic CLUB24 ●27,060円／(年額・税込)
町内会費●1,300円/（年額）　保証委託●必須※

●共益費

●礼　金 ●更新料

●家　賃

7,000円
52,500円～58,500円

60,000円／契約時 60,000円／更新時

【仲介】※取引条件有効期限2023/9/30迄

ネット無料

ネット無料

ネット無料

ネット無料
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