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バロー
特価品が豊富で学生にはありが
たいスーパーマーケットです。

東金沢駅
金沢駅までたったの1駅なので、
遊びに行くには便利さを実感で
きますよ。

マックスバリュ 24h営業
自炊生活の強い味方！
料理するのが趣味になりそうな
くらい食材がそろっています！

玉川図書館分館
調べものは「パソコンより本」派と
いう人には心強い味方です。

いよべクリニック
大学に近いので、体調の悪いとき
にスグに通えますね。

御菓子処 談笑屋
地元では老舗の和菓子屋さん。
イチゴ大福がオススメです。

小坂町交番
万が一困った事がおきても、近く
にあると安心できますね！

G A K U C H IK A
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やっぱり、ちかいってイイね。
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エルピス04 ワンルーム 小坂町
アパート
万円/月2.4

エアコン 照明 内洗濯機 IH インタホン BS
 24,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1992.4　

金沢市小坂町北172-1
北鉄バス 小坂中バス停から徒歩5分

対面キッチンで広々12帖♪1口のIHコンロ有
り。収納もたっぷり！

サンレモ05 1K 小坂町
アパート
万円/月2.4

エアコン 照明 内洗濯機 インタホン クロゼット BS
 24,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1992.3　

金沢市小坂町北171-1番地
北鉄バス 神谷内から徒歩5分

収納たっぷり！お手頃なお家賃で新生活を応援
します。

コスモス8806 1K 小坂町
マンション
万円/月2.5

エアコン 照明 駐輪 ネット無料 インタホン BS
 25,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1988.4　

金沢市小坂町北160-1番地
北鉄バス 小坂中バス停から徒歩4分

鉄骨マンション、水道料月額定額2,000円。
ネット無料

スカーレット08 1K 小坂町
アパート
万円/月2.7

エアコン インタホン 照明 内洗濯機 BS 温水便座
 27,000円　  0円　  2,000円　  500円
 3,300円　  15,000円　  1994.9　

金沢市小坂町北218
北鉄バス 小坂中から徒歩1分

十分すぎるくらいのクローゼットです♪収納
たっぷりでお部屋を広く使えます

プレジデント09 1K 乙丸町
アパート
万円/月2.9

エアコン 照明 内洗濯機 温水便座 インタホン BS
 29,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1992.12　

金沢市乙丸町甲147
北鉄バス 乙丸から徒歩2分

金沢駅でバイトを考えている学生さんオスス
メ！

サンレモ10 1K 小坂町
アパート
万円/月2.9

エアコン 照明 内洗濯機 温水便座 インタホン BS
 29,000円　  0円　  2,000円　  500円
 3,300円　  15,000円　  1992.3　

金沢市小坂町北171-1番地
北鉄バス 神谷内から徒歩5分

バス・トイレ別室！クローゼットが大きく、収
納に便利ですヨ！

アルタイル・ハウス12 1K 小坂町
アパート
万円/月3.3

エアコン ロフト 照明 ネット無料 温水便座 モニタホン
 33,000円　  0円　  3,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1994.9　

金沢市小坂町西73-1
北鉄バス 東金沢駅東口から徒歩1分

秘密基地のようなロフト付き！光インターネッ
トも即日無料で使い放題！！

プロキオンハウス1、214 ワンルーム 小坂町
アパート
万円/月3.3

エアコン ロフト インタホン 温水便座 ネット無料 IH
 33,000円　  0円　  3,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1993.3　

金沢市小坂町西101-1
北鉄バス 東金沢駅東口から徒歩1分

秘密基地のようなロフト付き！光インターネッ
ト即日無料で使い放題！

カレッジハイツ11 1K 南御所町
アパート
万円/月3.1

照明 駐輪 温水便座 モニタホン ネット無料
 31,000円　  0円　  2,000円 
 15,000円　  1993.4　

金沢市南御所町92
北鉄バス 星稜高校前バス停から徒歩2分

ネット無料！大学の近くで綺麗なお部屋をお探
しの方、オススメです！

IH

ベガ・ハウス15 1K 小坂町
アパート
万円/月3.3

エアコン ロフト 照明 温水便座 モニタホン ネット無料
 33,000円　  0円　  3,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1994.10　

金沢市小坂町西73-3
北鉄バス 東金沢駅東口から徒歩1分

ロフト付き！ネット無料！東金沢駅、マックス
バリュー、くすりのアオキ近く

エターナルブルー17 1K 小坂町
アパート
万円/月3.4

エアコン 照明 温水便座 ネット無料 インタホン BS
 34,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1994.9　

金沢市小坂町中211－1
北鉄バス 小坂中バス停から徒歩2分

光インターネットが即日無料で使い放題！！
1口のガスコンロが付いています

エトワール18 1K 小坂町
アパート
万円/月3.4

エアコン 照明 温水便座 ネット無料 BS インタホン
 34,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1993.12　

金沢市小坂町北216
北鉄バス 小坂中バスから徒歩1分

光インターネットが即日無料で使い放題！！
プラバー19 1K 小坂町

アパート
万円/月3.4

エアコン 照明 温水便座 BS ネット無料 インタホン
 34,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1993.4　

金沢市小坂町北163-1
北鉄バス 小坂中から徒歩4分

光インターネットが即日無料で使い放題！大き
いクローゼットでたっぷり収納

モンテメール20 1K 小坂町東
アパート
万円/月3.4

エアコン 照明 温水便座 ネット無料 BS インタホン
 34,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1997.2　

金沢市小坂町東167番地
北鉄バス 小坂中バス停から徒歩3分

光インターネットが即日無料で使い放題！！

ルッシュハイム21 1DK 小坂町
アパート
万円/月3.4

エアコン 照明 洗面台 角部屋 温水便座 インタホン
 34,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1991.8　

金沢市小坂町中40
北鉄バス 小坂から徒歩3分

東金沢駅、大学、バス停に便利な好立地！
レグルス22 1K 小坂町

アパート
万円/月3.4

エアコン 温水便座 照明 BS 日当良 インタホン
 34,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1998.2　

金沢市小坂町中12番地
北鉄バス 小坂から徒歩2分

東金沢駅、大学、バス停に便利な好立地。南
向きのベランダ！

クリーンハイム27 1DK 鳴和
アパート
万円/月3.8

エアコン 照明 洗面台 温水便座 角部屋 モニタホン
 38,000円　  0円　  2,000円　  500円
 3,300円　  15,000円　  1993.2　

金沢市鳴和1丁目15-9
北鉄バス 春日町から徒歩3分

スーパーまで徒歩3分♪広々9帖の洋室です！

ポレール26 1K 小坂町
アパート
万円/月3.8

エアコン 照明 洗面台 温水便座 モニタホン トランクルーム
 38,000円　  0円　  2,000円　  500円
 3,300円　  15,000円　  1999.2　

金沢市小坂町北9-5
北鉄バス 小坂中から徒歩3分

洗面台・脱衣室あり◎トランクルーム付。南向
きのベランダ

ウェルカム28 1K 小坂町
マンション
万円/月4.1

エアコン 照明 駐輪 温水便座 BS モニタホン
 41,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1998.5　

金沢市小坂町北162-1
北鉄バス 小坂中から徒歩5分

収納たっぷりの鉄骨マンション！

エアリーマスカット29 ワンルーム 御所町
アパート
万円/月4.3

エアコン 駐輪 温水便座 モニタホン 防犯カメラ ネット無料
 43,000円　  0円　  3,000円　  500円
 3,300円　  15,000円　  1977.5　

金沢市御所町寅76
JR・IR 東金沢駅から徒歩26分

ネット無料！大学近くで綺麗な物件をお探しの
方、オススメです！

ファミリー8830 2DK 小坂町
アパート
万円/月4.3

エアコン 照明 洗面台 温水便座 内洗濯機 インタホン
 43,000円　  0円　  2,000円　  500円
 0円　  15,000円　  1988.4　

金沢市小坂町中185-4
北鉄バス 小坂中バス停から徒歩2分

ご兄弟でシェアすれば、家賃も光熱費も節約
できそうですね♪

アポロン31 1LDK 小坂町
アパート
万円/月4.3

エアコン トランクルーム 洗髪洗面 温水便座 モニタホン ネット無料
 43,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  2003.12　

金沢市小坂町南654
北鉄バス 鳴和バス停から徒歩3分

ネット無料！大学まで５００ｍ！サンルーム、
洗髪洗面化粧台が便利♪

アクイール33 1LDK 鳴和
アパート
万円/月4.9

エアコン 照明 トランク 洗髪洗面 温水便座 モニタホン
 49,000円　  49,000円　  3,000円　
 500円　  3,850円　  15,000円　  2008.3　

金沢市鳴和1丁目2－7
北鉄バス 春日町から徒歩2分

バス停徒歩2分♪好立地で充実の設備！

アウローラ35 2LDK 小坂町
アパート
万円/月5.7

エアコン トランク 駐輪 洗髪洗面 温水便座 モニタホン
 57,000円　  0円　  2,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  2002.4　

金沢市小坂町北251
北鉄バス 小坂中から徒歩3分

ウォシュレット、トランクルーム、P縦列2台、
エアコン2台！

サンリバー01 1K 三池町
アパート
万円/月2.1

 21,000円　  0円　  0円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1990.3　

金沢市三池町46番地
JR・IR 東金沢駅東口から徒歩5分

東金沢駅近く！！
お手頃な家賃で新生活を応援します！！

エアコン バルコニー 照明 フローリング クロゼット 内洗洗濯

ベルサイユ03 1K 小坂町
アパート
万円/月2.1

 21,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1990.9　

金沢市小坂町北173番地
北鉄バス 神谷内から徒歩4分

お手頃なお家賃で新生活を応援します！フレッ
ツ光マンションタイプ対応可！

エアコン 照明 内洗濯機 ガス台可 インタホン BS

プルミエール13 1K 小坂町
アパート
万円/月3.3

エアコン 照明 ネット無料 温水便座
 33,000円　  0円　  2,000円　  500円
 3,300円　  15,000円　  1996.3　

金沢市小坂町西58-1
北鉄バス 小坂西から徒歩1分

光インターネットが即日無料で使い放題！東金
沢駅前通り沿い！

インタホン BS

モルトベーネ乙丸34 1LDK 乙丸町
アパート
万円/月4.9

エアコン 温水便座 インタホン 内洗濯機 洗面台 角部屋
 49,000円　  0円　  3,000円　  500円
 0円　  15,000円　  2000.3

金沢市乙丸町甲17
北鉄バス乙丸バス停から徒歩2分

人気の1LDK、日当良、環境良、サンルームが
便利ですよ♪

グランノア金沢36 1LDK 三池栄町
アパート
万円/月5.75

洗髪洗面 温水便座 IH モニタホン 角部屋 ネット無料
 57,5000円　  57,5000円　  2,500円
 5,500円　  15,000円　  2020.2　

金沢市三池栄町11
JR・IR 東金沢駅から徒歩4分

ネット無料！TVホン、サンルーム、べランダ、洗髪洗面
化粧台、ウォシュレット、IHコンロなど設備充実☆☆☆

神宮寺コーポ32 1K 神宮寺
マンション
万円/月4.5

エアコン 駐輪 洗髪洗面 温水便座 モニタホン IH
 90,000円　  0円　  2,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1990.4　

金沢市神宮寺3丁目20番18号
北鉄バス 東警察署前から徒歩4分

リノベーション物件！細かい所まで配慮が行き
届いたお部屋です♪

スプレンダー02 1K 小坂町
アパート
万円/月2.1

 21,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1990.1　

金沢市小坂町北161-1
北鉄バス 小坂中から徒歩4分

お手頃なお家賃で新生活を応援します！フレッ
ツ光マンションタイプ対応可！

エアコン バルコニー 照明 内洗濯機 ガス台可 インタホン

ハイツ・ノヴァ16 1K 小坂町
アパート
万円/月3.3

エアコン ロフト サンルーム 温水便座 モニタホン ネット無料
 33,000円　  0円　  3,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1995.10　

金沢市小坂町南540番
北鉄バス 星稜大・高校から徒歩２分

大学近く、運動部の方にオススメです！

アゼリア1、224 1K 小坂町
アパート
万円/月3.5

エアコン 照明 ロフト サンルーム モニタホン 洗髪洗面
 35,000円　  0円　  3,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1997.6

金沢市小坂町北155-1
北鉄バス 金沢中から徒歩２分

単身用には嬉しい洗髪洗面化粧台付き！
コーポオリオン25 1K 小坂町

アパート
万円/月3.5

エアコン ロフト 洗髪洗面 温水便座 モニタホン ネット無料
 35,000円　  0円　  3,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1999.2

金沢市小坂町南670
北鉄バス 鳴和バス停から徒歩3分

ネット無料！！大学まで500ｍ！
サンルーム、洗髪洗面化粧台、ロフト付き♪

ライフインハタ07 1K 乙丸町
マンション
万円/月2.6

バルコニー 照明 インタホン 内洗濯機 温水便座
 26,000円　  0円　  2,000円　  500円
 4,400円　  15,000円　  1988.4　

金沢市乙丸町甲205番地
JR・IR 東金沢駅から徒歩16分

洋室広々９帖。鉄筋コンクリートマンションの
南向き！

エアコン

サザンハイム23 1K 小坂町
アパート
万円/月3.5

エアコン モニタホン ロフト 温水便座 洗面台
 35,000円　  0円　  2,000円　  500円
 5,500円　  15,000円　  1996.8　

金沢市小坂町南530、531
北鉄バス 星稜大・高校から徒歩2分

大学近く、運動部の方にオススメです！

サンルーム


