
番号 下宿名 地域 住所 家賃（円） 敷金・礼金・権利金・仲介料 間取り 備考 お問い合わせ先

3階建マンション、学生専用全20部屋、フレッツ光、洗濯機、 八木秀次
エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、衛星放送、カーテン TEL　0277-22-3571
全室日当り良好、商店街、病院、郵便局、銀行近く生活便利 FAX　0277-22-3571

スクールバス停徒歩5分、JR桐生駅自転車5分 携帯  080-1150-3993

自転車（貸）、インターネット無料 http://ahyagi.blog75.fc2.com/

共益費、管理費、更新朗は卒業まで0円 明るくきれいな外装、大家店舗の裏、ガスの冷暖房付き 有限会社　イイヅカ洋品店
敷金礼金0円（4月分はｻｰﾋﾞｽ） フローリング、ベランダ有り、押入れ1畳分、洗濯機と冷蔵庫新規設置 代表取締役　飯塚　晃弘（本町5丁目会長）

駐車場　無料 ガステーブル有り、大型スーパー近く、JR桐生駅まで徒歩8～10分 TEL  0277-22-4628

礼金0円 防犯カメラ装備、インターネット個人契約要 FAX  0277-22-4628

空き部屋1部屋 e-mail  iizuka-a@pf7.so-net.ne.jp
5階建マンション、桐大生専用全21部屋

スクールバス停徒歩1分、JR桐生駅徒歩7分 藤巻　裕貴
権利30,000円 市役所・病院・スーパー近く生活便利 携帯　090-8700-5067

敷金・手数料一切なし 24時間ALSOK警備・防犯カメラ・テレビドアホン TEL  0277-76-0818
上下水道料一律月額2,000円 エアコン・冷蔵庫・洗濯機・カーテン

保険・駐車場　等 http://www.kfk-planning.com
無料Wi-Fiあり

空き室予定8部屋（内覧可能）

管理費3,500円/月 家具・家電付（TV、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、

環境維持費540円/月 カーテン、テーブル、エアコン等）女性必見！

敷金0 1K ホームセキュリティ（SECOM）完備！防犯カメラ設置

仲介手数料0 浴室乾燥機付き
APNo：31203 礼金1ヶ月 28.02㎡ インターネット環境あり(有料)

206号室 取引形態：貸主
完成年月：2006年11月 保険料：⽕災保険：加⼊要 2年13,130円～26,680円

保証委託料：利⽤料の100％～120％（個⼈契約のみ）

管理費3,500円/月 家具・家電付（TV、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、

環境維持費540円/月 カーテン、テーブル、エアコン等）
敷金0 1K 女性必見！ホームセキュリティ（SECOM）完備！

仲介手数料0 防犯カメラ設置
APNo：10578 礼金1ヶ月 　26.49㎡ インターネット環境あり（有料）

206号室 取引形態：貸主
完成年月：1997年9月 保険料：⽕災保険：加⼊要 2年13,130円～26,680円

保証委託料：利⽤料の100％～120％（個⼈契約のみ）

管理費5,500円/月 家具・家電付（TV、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、

環境維持費540円/月 カーテン、テーブル、エアコン等）
敷金0 1K ロフト付き、浴室乾燥機付き

仲介手数料0 インターネット環境あり（有料）
APNo：35382 礼金1ヶ月 20.81㎡ 取引形態：貸主

105号室 保険料：⽕災保険：加⼊要 2年13,130円～26,680円

完成年月：2007年10月 保証委託料：利⽤料の100％～120％（個⼈契約のみ）

レオパレスセンター伊勢崎
0270-26-5120

営業時間：10時～18時
http://www.leopalace21

.com/app/searchCondition/
tenpoInfoAction.do?centerCode=KF

39,000円

30,000円

39,500円
笠懸町阿左美994－1

阿左美駅（東桐生線）まで徒歩3分

6

レオパレス阿左美

笠懸町

24,000円アーバンハイツ八木

平成31年度新入生　下宿物件

※2018年11月27日現在

1 1K桐生市

3 ロマーヌ桐生 桐生市 桐生市錦町1-9-11 30,000円

権利金・敷金・卒業迄更新無
し、共益費1,000円

1K
洋室7畳

K3畳
29,000円桐生市本町5丁目347-1

1K

2 五番街ハイツ 桐生市

桐生市末広町7-13

4 笠懸町

笠懸町5

笠懸町阿左美726－1

笠懸町阿左美508－3

阿左美駅（東桐生線）まで徒歩19分

学校まで徒歩7分

レオパレスグランドール

レオパレス
チェスナットガーデン

      

   
桐生大学・桐生大学短期 

大学部の学生様限定！ 

契約金より２万円値引き☆ 

※お値引きには条件があります。  

詳しくはお問い合わせください。

http://www.kfk-planning.com/


管理費3,500円/月 家具・家電付（TV、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、

環境維持費540円/月 カーテン、テーブル、エアコン等）
敷金0 1K 浴室乾燥機付き

（ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ） 仲介手数料0 インターネット環境あり（有料）
APNo：23802 礼金1ヶ月 　23.71㎡ 学校まで歩いて通える！

205号室 取引形態：貸主
完成年月：2004年8月 保険料：⽕災保険：加⼊要 2年13,130円～26,680円

保証委託料：利⽤料の100％～120％（個⼈契約のみ）

管理費3,500円/月 家具・家電付（TV、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、

環境維持費540円/月 カーテン、テーブル、エアコン等）女性必見！

敷金0 1K ホームセキュリティ（ＡＬＳＯＫ）完備！防犯カメラ設置

仲介手数料0 浴室乾燥機付き
APNo：22157 礼金1ヶ月 　26．08㎡ インターネット環境あり（有料）

202号室　210号室 取引形態：貸主
完成年月：2004年2月 保険料：⽕災保険：加⼊要 2年13,130円～26,680円

保証委託料：利⽤料の100％～120％（個⼈契約のみ）

桐生大学様まで徒歩11分850Ｍ　雨の日も通学し

敷金　60,000円 やすい立地です。ドラッグストアやレストランなど

礼金　なし お店が多い地域なので買い物やアルバイトにも

鍵交換費用　なし 便利。9/14現在満室です
火災保険料　15,000円 マンションクラスの高耐震、断熱性が自慢のお部屋

仲介手数料　1ヶ月＋消費税 です。カウンターキッチンが魅力の１ＬＤＫ。
敷金　なし（クリーニング32,400円） 桐生大学様まで徒歩3分280Ｍ　通学に大変便利

礼金　なし な立地です。大通りから少し入った住宅街なので

鍵交換費用　9,720円 車の交通音も気になりません。
町内会費6,000円 小さめの１ＬＤＫですが、清潔感のある雰囲気や

広めの収納、エントランスなど女性に嬉しいお部屋。

敷金　60,000円・礼金なし 桐生大学様まで徒歩35分2.8ＫＭ　自転車通学

鍵交換費用　なし がオススメです。広い敷地で駐車もラクラク。

火災保険料　15,000円 Ⅰはキッチン独立型、Ⅱは9.7帖の広いお部屋が

仲介手数料　1ヶ月＋消費税 魅力。9/14現在空室1戸です。

敷金　37,000円～・礼金なし 桐生大学様まで徒歩37分3.1ＫＭ　自転車通学が

鍵交換費用　なし オススメです。お野菜豊富なコンビ二まで徒歩1分。

火災保険料　15,000円 今ならお得なサービスも付いています！

仲介手数料　1ヶ月＋消費税 9/14現在空室2戸。

敷金　70,000円～・礼金なし 桐生大学様まで徒歩31分2.5ＫＭ　自転車通学が

鍵交換費用　なし オススメです。セーブオン様まで徒歩2分。

火災保険料　15,000円 カウンターキッチンと北側寝室、収納の多さが魅力

仲介手数料　1ヶ月＋消費税 9/14現在空室6戸。インターネット無料！！

レオパレスセンター伊勢崎
0270-26-5120

営業時間：10時～18時
http://www.leopalace21

.com/app/searchCondition/
tenpoInfoAction.do?centerCode=KF

ホームメイト
東建コーポレーション㈱太田支店

ＴＥＬ：0276-47-7020
ＡＤＤ：群馬県太田市龍舞町1618-

3

42,000円～

48,000円～

38,000円～

みどり市笠懸町久宮68-68

みどり市笠懸町阿左美693-1

みどり市笠懸町阿左美
2717-1

みどり市笠懸町阿左美
2396-8

32,000円

32,000円

笠懸町鹿107−1

笠懸町鹿107−11

学校まで徒歩22分

１ＬＤＫ

１ＬＤＫ

１Ｋ

１Ｋ

１ＬＤＫ

36,000円～

43,000円～

グレイスヴィラ

キャッスルロック

グリルスⅠ・Ⅱ

ピア・グランディール

サンセベリア13

7

12

阿左美

阿左美

8

9

笠懸町

笠懸町

Ｐｒｏｓｐｅｒｉｔｙ

ユキコーポ77

学校まで徒歩20分

10

11

阿左美

みどり市笠懸町阿左美
2875-1

阿左美

阿左美

   
桐生大学・桐生大学短期 

大学部の学生様限定！ 

契約金より２万円値引き☆ 

※お値引きには条件があります。  

詳しくはお問い合わせください。



㈱リアルエステート群馬
桐生市相生町2-897-1

0277-54-3388

セフィラマーチ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美572-4

39,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込

火災保険料　￥16,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1K
家電・コンロ付　給湯　シャワートイレ　ＢＳ
桐生大学まで徒歩3分

セフィラマーチ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美572-4

39,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込

火災保険料　￥16,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1K
家電・コンロ付　給湯　シャワートイレ　ＢＳ
桐生大学まで徒歩3分

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込・町￥500

火災保険料　￥18,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1LDK
追焚給湯　エアコン　ＴＶドアホン
桐生大学まで徒歩7分

セフィラマーチ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美572-4

38,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込

火災保険料　￥16,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1K
家電・コンロ付　給湯　シャワートイレ　ＢＳ
桐生大学まで徒歩3分

追焚給湯　エアコン
桐生大学まで徒歩8分

ハイツハーモニー 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美534-4

38,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込・町￥500

火災保険料　￥18,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1LDK
追焚給湯　エアコン　ＴＶドアホン
桐生大学まで徒歩7分

ハイツハーモニー 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美534-4

38,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込・町￥500

火災保険料　￥18,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1LDK
追焚給湯　エアコン　ＴＶドアホン
桐生大学まで徒歩7分

アベニールあざみ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美404-1

40,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込・町￥400

火災保険料　￥18,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

2DK
追焚給湯　エアコン
桐生大学まで徒歩8分

18

19

20

16

アベニールあざみ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美404-1

40,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込・町￥400

火災保険料　￥18,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

2DK

ハイツハーモニー 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美534-4

38,000

21

17

15

14



敷金1ヶ月 水道：公営　ガス：桐生ガス　排水：本下水
礼金0ヶ月 ガスコンロ設置可、給湯(ガス)、郵便受け、

雑費月費月1,080円 照明器具、地デジ対応、インターネット対応

町会費月200円 来客用駐車場あり、駐車場(有料)
敷金1ヶ月 水道：公営　ガス：桐生ガス　排水：本下水
礼金0ヶ月 ガスコンロ設置可、給湯(ガス)、郵便受け、

雑費月費月1,080円 照明器具、地デジ対応、インターネット対応

町会費月200円 来客用駐車場あり、駐車場(有料)

アパマンショップ足利店
TEL：0284-64-7221

栃木県足利市本城3-2123-6

㈱リアルエステート群馬
桐生市相生町2-897-1

0277-54-3388

メゾングリシーヌ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美452-1

41,000円～

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込・町￥250

火災保険料　￥16,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

１K

給湯　エアコン　ＴＶドアホン　シャワートイレ　ＢＳアン
テナ
家電・コンロ・照明付
桐生大学まで徒歩4分

ステップワン 久宮
みどり市笠懸町

久宮22-2
48,000円～

敷・礼・仲手なし
Ⓟ２台込・町￥500

火災保険料　￥18,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1LDK

追焚給湯　エアコン　シャワートイレ　シャンプードレッ
サー
ＴＶドアホン
桐生大学まで徒歩10分

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込・町￥500

火災保険料　￥16,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

2DK
追焚給湯　エアコン
桐生大学まで徒歩4分

セフィラマーチ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美572-4

40,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込

火災保険料　￥16,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1K
家電・コンロ付　給湯　シャワートイレ　ＢＳ
桐生大学まで徒歩3分

セフィラマーチ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美572-4

41,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ1台込

火災保険料　￥16,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

1K
家電・コンロ付　給湯　シャワートイレ　ＢＳ
桐生大学まで徒歩3分

みどり市笠懸町
阿左美581-2

39,000

敷・礼・仲手なし
Ⓟ２台込

火災保険料　￥18,000（2年）
鍵交換費用　￥14,580

2K
エアコン　給湯
桐生大学まで徒歩4分

レジデンスかねこ 阿左美
みどり市笠懸町
阿左美110-32

39,000円～

24 アプローズあざみ 阿左美

29

30

25

26

27

28

22

23

１Ｋ

宮本 桐生市宮本町2丁目9-39 22,000円 １Ｋ
カーサモリグチ

モリグチ　ゼロ　C

カーサモリグチ
モリグチ　ゼロ　A

宮本 桐生市宮本町2丁目9-39 20,000円



39

37

35

36

38

31

32

33

34


