
No. 名　称 家　賃 間取り 大学までの距離 所 在 地

クリーニング代
３０,０００円

保険料（２年)　１５,０００円 １Ｋ ０.７㎞ 高崎市

保証料　１５,０００円
仲介料　３０，０００円～
（税別）

２４時間サポート料（２年）
１５，０００円（税別） 1K＋Ｓ 徒歩１０分

根小屋町
１３５１－２

０２７－３６２－５７７７

クリーニング代
３８,０００円 ０.９㎞ 高崎市

徒歩１０分
山名町
１５３５

０２７－３４７－２３８９ ０２７－３４７－４７１１

火災保険料 １６，１２０円 １.２㎞ 高崎市

駐車代１台　 無料 徒歩15分
山名町

５７５－２
０２７－３８６－９２４６

担当：遠間
０９０-３５９９-３４８０

火災保険料 １９,０００円 駐車代　４,０００円/台 １.３㎞ 高崎市

仲介料　１３，７５０円 徒歩１９分
山名町

１６６７－４
０２７－３２７－３２３２

駐車代/月 　２,０００円 １.５㎞ 高崎市

徒歩15分
山名町
６０６-５

０２７－３４６－５２７５ ０９０-２２４５-５５３２

駐車代/月 　２,０００円 １.２㎞ 高崎市 中澤　洋子

自転車５分
山名町

１５１４－３
０２７－３４６－４９０４

クリーニング代
３０，０００円（税別）

保険料（２年)１５,０００円～ １.８㎞ 高崎市

保証料　１５,０００円
仲介料　３０，０００円　～
（税別）

２４時間サポート料（２年）
１５，０００円（税別） 自転車１０分

下佐野町
６６８－６

０２７－３６２－５７７７

クリーニング代
３０，０００円（税別）

保険料（２年)１５,０００円～ １.８㎞ 高崎市

保証料　１５,０００円
仲介料　３０，０００円　～
（税別）

２４時間サポート料（２年）
１５，０００円（税別） 自転車１０分

下佐野町
６８０－２

０２７－３６２－５７７７

クリーニング代
３０，０００円

保険料（２年)１５,０００円～ １.７㎞ 高崎市

保証料　１５,０００円
仲介料　３２，０００円　～
（税別）

２４時間サポート料（２年）
１５，０００円（税別） 自転車１０分

下佐野町
１０３２－１

０２７－３６２－５７７７

保険料　１８,０００円 その他　５７，８６０円～ ２．０Kｍ 高崎市

仲介料　３８，５００円～ 駐車代１台　 無料 徒歩２５分
下佐野

７０１－３
０２７－３２３－００２１

敷金　３５，０００円
仲介料　３８，５００円

火災保険料　２０，０００円
鍵交換料　１６，５００円 高崎市

共益費　２，０００円
駐車代　込み

安心QQサービス１５，４００円
消臭除菌代　１１，０００円

下佐野
９７８－２４

０２７－３１０－１０３１

敷金　３０，０００円
仲介料　３３，０００円

火災保険料　２０，０００円
鍵交換料　１６，５００円 高崎市

共益費　１，０００円
駐車代　２，０００円
町内会費　１００円

安心QQサービス　１５，４００円
消臭除菌代　１１，０００円

下佐野
９４５－１

０２７－３１０－１０３１

住宅保険　１８，０００円 その他　６１，６６０円～ ２．４Km 高崎市

仲介料　４６，２００円～
上佐野町
５５４－１２

０２７－３２３－００２１

鍵交換料　１７，６００円 駐車代１台　 無料 ２．６Km 高崎市

火災保険料他　２３，２００円 自転車１５分
上佐野町
４０７－１

０２７－３２５－４０４１

１２ サニーハイツ ３０,０００円 １K

株式会社三幸高崎西口店

クラブナウ
上佐野A

１４ ４８，１００円 ２DK

アパマンショップ高崎店

１１ アルモニーアカイシ ３５,０００円 １DK
株式会社三幸高崎西口店

６ 坂下アパート ２５，０００円 ２K

１０ 小山ハイツ ３８，１００円 ２DK

７
ホリグチコーポ

Ⅰ

２０２０年度　学生用アパート情報一覧表
契 約 時 必 要 経 費 連　絡　先

根小屋町エリア

１ アサヒパーク ３０,０００円　～

株式会社ふれあいネットワーク

山名町・吉井町エリア

２
レクエルド

山名
３８,０００円

３ クレールハイツ ３５,０００円 １Ｋ

有限会社北関東土地建物

１Ｋ

石井　侯夫

下佐野町エリア

４ ヒルズ山名
２８,０００円 ～
２９，０００円 １Ｒ

３３,０００円　～ ２DK

株式会社ふれあいネットワーク

８ ３３,０００円　～ ２ＤＫ

株式会社ふれあいネットワーク

株式会社ふれあいネットワーク
１K・１K＋S

有限会社フロムナウ

株式会社ミニミニ高崎駅前店

１３ クレスト上佐野 ４４，１００円 ２DK

２８,０００円

横田

１Ｒ５ ウィングハイツ

アパマンショップ高崎店

上佐野町・佐野窪町エリア

ホリグチコーポ
Ⅱ

９ エールⅦ ３２，０００円～



No. 名　称 家　賃 間取り 大学までの距離 所 在 地契 約 時 必 要 経 費 連　絡　先

鍵交換料　１７，６００円 駐車代１台　 無料 ２．６Km 高崎市

火災保険料他　２３，２００円 自転車１５分
上佐野町
４０７－１

０２７－３２５－４０４１

保  証  料  １０,０００円
鍵交換費　 １６,５００円

火災保険料（２年）
１５,０００円 ２.８㎞ 高崎市

クリーニング代  ２８,６００円
町内会費　３００円

共益費他　  １,０００円
駐車代/月　 ３,０００円

徒歩８分
電車５分

上佐野町
１４１－１

０２７－３２０－７７８８

保  証  料  １０,０００円
鍵交換費　 １６,５００円

火災保険料（２年）
１５,０００円 ２.８㎞ 高崎市

クリーニング代  ２８,６００円
町内会費　３００円

共益費他　  １,０００円
駐車代/月　 ３,０００円

徒歩８分
電車５分

上佐野町
１５９－１

０２７－３２０－７７８８

共益費　２，０００円
町内会費　４００円

火災保険料　２０，０００円
鍵交換料　１６，５００円 高崎市

敷金　３０，０００円
仲介料　３３，０００円

安心QQサービス１５，４００円

消臭除菌代　１１，０００円
上佐野町
５９９－１

０２７－３１０－１０３１

消毒料　１６，５００円 駐車代１台　 込 ２．２Km 高崎市

仲介手数料
家賃の５０％（税別） 自転車１３分

寺尾町
９５６－３

０２７－３２７－３２３２

クリーニング代
２４，０００円（税別）

保険料（２年)　１５,０００円 ３.５㎞ 高崎市

仲介料　２５,０００円 ～
保証料　１５,０００円

２４時間サポート料（２年）
１５，０００円（税別） 自転車１５分

寺尾町
２６０１－１

０２７－３６２－５７７７

駐車代/月 　５５０円（税込） ３.７㎞ 高崎市

保険料　１０,０００円 自転車１５分
石原町

３７０３－３
０３－６７７５－９３６０

３２,０００円
駐車代/月 　３,０００円 ４㎞ 高崎市

学割：２９,８００円 自転車１５分
自動車　７分

石原町
３２４２

０２７－３２５－３４７５ ０９０－８６８３－３０９３

共益費　２，０００円
町内会費　３００円

火災保険料　２０，０００円
鍵交換料　１６，５００円 高崎市

敷金　３３，０００円
仲介料　３６，３００円

安心QQサービス１５，４００円

消臭除菌代　１１，０００円
石原町

１４７０－１
０２７－３１０－１０３１

４５,０００円 ～

 敷　 金　 １ヶ月
仲 介 料　１ヶ月

火災保険料（２年）
１５,０００円 ３.５㎞ 高崎市

５０,０００円 町内会費（２年） ７,２００円
共益費　１，０００円

鍵交換費　１３,０００円 ～ 自転車１５分
和田多中町

１１－４０
０２７－３５２－５０８４

保険料（２年）　２０,０００円 １Ｋ ３．８㎞ 高崎市

クリーニング代
１５,０００円 1Ｒ

徒　歩  ２分
電  車  ８分

下和田町
４丁目６－１６

０９０－４４５４－０８０６

仲介料　１９，８００円
消毒料　１６,５００円

駐車代　３,０００円 ４．８km 高崎市

その他費用あり 電　 車　８分
新後閑町
４－１４

０２７－３２７－３２３２

消毒料　１６,５００円
内装代　４３，２９５円

駐車代　込 ３．７Km 高崎市

その他費用あり 電　 車　８分
和田多中町

１６－１９
０２７－３２７－３２３２

保険料　１８,０００円
仲介手数料　２９，７００円 ４km 高崎市

その他　１７，２００円 ～
徒歩＋電車

２３分
和田多中町

４－５
０２７－３２３－００２１

３０,０００円 ～

 敷　 金　 １ヶ月
仲 介 料　１ヶ月

町内会費（２年） ４,８００円
鍵 交 換 費　１３,０００円～

３.７㎞ 高崎市

３１,０００円 火災保険料（２年）
１５,０００円
共益費　１，０００円

駐  車  代　  ３,０００円/台 自転車２０分
上中居町
４２８－１

０２７－３５２－５０８４

４１，１００円

メゾン小林 ３０，０００円 １K

株式会社三幸高崎西口店

ドルフィン寺尾

株式会社ふれあいネットワーク　

３９，０００円 １K

株式会社ミニミニ高崎駅前店

株式会社 日勝情報センター

２８ 大道ハイツ ３１，１００円 １K

アパマンショップ高崎店

４２,０００円 ～

株式会社三幸高崎西口店

株式会社ミニミニ高崎駅前店

株式会社ミニミニ高崎駅前店
１Ｋ

３８，０００円

新後閑町・和田多中町・下和田町エリア

１K２７

２５ コンフォート
３３,０００円～

　　３５，０００円

樋渡　篤志（ひわたし　あつし）

１５
クラブナウ
上佐野D

２３

1K＋Ｓ

１８

イーリスⅡ

株式会社　ウェルカムコーポレーション

２７,３００円 １Ｒ

２７，３００円 １Ｒ

アンジュ

ビレッジハウス
寺尾

KOWA石原

２０ ２５,０００円　～

シティーハイツ
石原

３３,０００円

株式会社　ウェルカムコーポレーション

株式会社 日勝情報センター

３ＤＫ

寺尾町・石原町エリア

２６
アビタシオン黛

第２

１９

有限会社フロムナウ

１K

２４ ル・シャンブル

１６

１７

イーリスⅠ

スカイピア高崎 １Ｋ

２１

中居町・矢中町エリア

ビレッジハウスマネジメント株式会社

２２ １Ｒ

阿野　光志（あの　こうし）

下田ハイツ

３６,０００円

２９

１Ｋ

１Ｋ



No. 名　称 家　賃 間取り 大学までの距離 所 在 地契 約 時 必 要 経 費 連　絡　先

消毒料　１６,５００円
クリーニング代　２２，０００円

４．７Km 高崎市

その他費用あり
電車＋徒歩

２５分
岩押町１０－７ ０２７－３２７－３２３２

消毒料　１６，５００円
礼金　４０，０００円 ４．７Km 高崎市

その他費用あり
電車＋徒歩

２２分
南町３－４ ０２７－３２７－３２３２

町内会費（２年） ４，８００円 クリーニング費　２７，５００円 ４．８km 高崎市

その他費用あり
電車＋徒歩

２３分
新田町２－１１ ０２７－３２７－３２３２

町内会費　３００円
ﾐﾆﾐﾆﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ　３，０００円

駐車代　５,０００円/台 ５．１Kｍ 高崎市

内装代　４５，４６０円
消毒料　１６，５００円

電車＋徒歩
２８分

岩押町１６－２ ０２７－３２７－３２３２

住宅保険　１８，０００円 ６．０Km 高崎市

その他　１８，９６０円～
電車＋徒歩

３２分
江木町

３８１－１４
０２７－３２３－００２１

共益費　５，０００円
敷金　３５，０００円

鍵交換費　１６，５００円
安心QQサービス
１５，４００円

高崎市

仲介料　３８，５００円（税込）

保険料　２０，０００円
消毒除菌代　１１，０００円 栄町１５－１５ ０２７－３１０－１０３１

仲介料　２０，３５０円 ６．３Km 高崎市

クリーニング代  ２３，７６０円
電車＋徒歩

１９分
栄町２－４ ０２７－３２７－３２３２

共益費　７，０００円
敷金　３５，０００円

鍵交換費　２７,５００円
消毒除菌代　１１，０００円 高崎市

仲介料　３８，５００円（税込）

保険料　２０，０００円
安心QQサービス
１５，４００円

通町
１３８－２

０２７－３１０－１０３１

保険料　１８，０００円 ５.４㎞ 高崎市

その他　２５，０００円
電車＋徒歩

２７分
高砂町

６４
０２７－３２３－００２１

仲介料　１９，２５０円 その他費用あり 1K ４．８㎞ 高崎市

クリーニング代
２２，０００円 1Ｒ

徒歩＋電車
２７分

鞘町
７１

０２７－３２７－３２３２

町内会費　４，８００円（２年） その他費用あり ４．９Km 高崎市

クリーニング代
２２，０００円

徒歩＋電車
２８分

竜見町
１５－１

０２７－３２７－３２３２

保険料　１８，０００円 その他　８０，０００円～ ５.６㎞ 高崎市

仲介料　３８，５００円～
徒歩＋電車

２０分
元紺屋町
１６－１

０２７－３２３－００２１

保険料　１８，０００円 その他　８７，０００円～ ５．７Km 高崎市

仲介料　５３，９００円～
徒歩＋電車

２５分
北通町
３８－４

０２７－３２３－００２１

保険料　１８，０００円 その他　８１，２６０円～ ５.６㎞ 高崎市

仲介料　４１，８００円～
徒歩＋電車

２０分
田町８６－４ ０２７－３２３－００２１

保険料　１８，０００円 その他　５８，２００円～ ５．８Km 高崎市

仲介料　４５，１００円～
徒歩＋電車

２３分
旭町７－６ ０２７－３２３－００２１

保険料　１８，０００円 その他　８１，２６０円～ ５.６㎞ 高崎市

その他　１０，０００円～
徒歩＋電車

２７分
北通町
８－２

０２７－３２３－００２１

３１ 南シティハイツ ４０，０００円 １K

株式会社ミニミニ高崎駅前店

３２ ウイングマンション ４２,０００円 １K

株式会社ミニミニ高崎駅前店

１K

株式会社ミニミニ高崎駅前店

３４
マリオンハイツ

江木
３１，６００円 １K

アパマンショップ高崎店

３５，０００円 １K

株式会社三幸高崎西口店

３３ アビタシオン岡部 ４０，０００円

シェアハウス

株式会社三幸高崎西口店

高崎駅西口周辺エリア

３７

１R

アイビーガーデン ３５，０００円

株式会社ミニミニ高崎駅前店

４０
オゼットワール

A・B・C
３９，０００円～

３７，０００円３６

３５ NOAマンション

１R

アパマンショップ高崎店

３９ ４２，２００円～

株式会社ミニミニ高崎駅前店

４１

１K４２ ５２，４００円

３８ エトワール高砂 ３５，３００円 １Ｋ

アパマンショップ高崎店

高崎駅東口周辺エリア

KSハイツ

３０ 岩押ハイツ ３０,０００円 ～

株式会社ミニミニ高崎駅前店

１K

４３
ライオンズマンション

高崎田町
３８，１００円 １DK

アパマンショップ高崎店

あさひレジデンス
高崎鞘町

シティバル

アパマンショップ高崎店

１R

株式会社ミニミニ高崎駅前店

ダイアパレス
高崎中央

３６，１００円

４４ Klein　Haus ４３，６００円 １K

アパマンショップ高崎店

４５ ホワイトハウス ４１，４００円 １DK

アパマンショップ高崎店



No. 名　称 家　賃 間取り 大学までの距離 所 在 地契 約 時 必 要 経 費 連　絡　先

保険料　１８，０００円 その他　６８，５００円～ ６．１Km 高崎市

仲介料　４６，２００円～
徒歩＋電車

２６分
弓町６０ ０２７－３２３－００２１

保険料　１８，０００円 ６．４Kｍ 高崎市

その他　１８，０００円～
徒歩＋電車

３６分
柳川町

１４４－１
０２７－３２３－００２１

敷金　２９，０００円
仲介料　３１，９００円（税込）

安心QQサービス
１５，４００円 高崎市

火災保険料　２０，０００円
鍵交換　１６，５００円

消毒除菌代　１１，０００円 本町１１７－３ ０２７－３１０－１０３１

保険料　１８，０００円 その他　１０，０００円～ ２．１Km 高崎市

仲介料　２４，２００円～ 自転車２０分
倉賀野町
１１７９－８

０２７－３２３－００２１

保険料　１８，０００円 その他　８２，０００円～ ２．５Km 高崎市

仲介料　３９，６００円～
倉賀野町

１５２６
０２７－３２３－００２１

共益費　２，０００円
町内会費　２５０円

保険料　２０，０００円
鍵交換料　１６，５００円 高崎市

敷金　４２，０００円
仲介料　４６，２００円（税込）

安心QQサービス
１５，４００円
消毒代　１１，０００円

倉賀野町
５３８－２

０２７－３１０－１０３１

火災保険料　２０,０００円 仲介料　３６，３００円 ７㎞ 高崎市

敷金　３３，０００円 自転車３０分
並榎町

５３１－１
０２７－３１０－１０３１

倉賀野エリア

４９ メゾンK＆I ３８，１００円

アパマンショップ高崎店

１DK

４８ ハイツスプレンダー ２９，０００円 １K

株式会社三幸高崎西口店

４６ カイセイハイツ ５２，４００円 １R

アパマンショップ高崎店

４７ ラ・プチットメゾン ３１，１００円 １K

アパマンショップ高崎店

５０ エルディム飯島 ３８，６００円 １R

アパマンショップ高崎店

５１ エトス１２ ４２，０００円 １K

株式会社三幸高崎西口店

５２
ホーユウパレス

高崎並榎
３３,０００円 １K

株式会社三幸高崎西口店

その他エリア


