北海道文教大学 協力不動産会社一覧
アパート 詳細は、ホームページまたは店頭へお問い合わせください。
整理
番号

名称

住所

連絡先等

2022年度版
営業時間

ホームページ ＵＲＬ

1 ㈱アプコ・
コーポレーション恵庭店

〒061-1441
TEL：0123-33-1001
恵庭市住吉町2丁目2番1号 E-mail： apc@cocoa.ocn.ne.jp

平日 9：00 ～ 18：00
土曜 9：00 ～ 18：00
日・祝 10：00 ～ 17：00

http://www.apuco.co.jp
/

2 ㈱駿河アパマンショップ
恵庭店

〒061-1441
恵庭市住吉町1丁目
3番3号

TEL：0123-33-1555
E-mail： eniwa@suruga-f.com

9：30 ～ 17：30
（4～12月毎週水曜日定
休）

http://surugaeniwa.cbiz.co.jp/

㈱平和恒産
3 エイブルネットワーク
恵庭店

〒061-1442
恵庭市緑町2丁目
3番7号

TEL：0123-39-3002
E-mail： able-eniwa@peaceroom.co.jp

10：00 ～ 18：00
無休(年末年始除く)

http://shop.able.co.jp/
C03000154/

4 ㈱常口アトム
恵庭店

〒061-1443
恵庭市栄恵町
83番地の1 松屋ビル1F

TEL：0123-34-1800
E-mail： eniwa@jogatom.co.jp

10：00 ～ 18：30
・4～12月水曜日定休
・年末年始休業有り

http://www.jogjog.com/
town/eniwa/

5 ㈱不動産の窓口

〒061-1432
恵庭市恵央町19番14

TEL：0123-33-3939
E-mail： m.postmast@fmadoguchi.com

平日 10:00～18:00
土曜 10:00～15:00
日曜 定休

https://f-madoguchi.jp

6 ㈲ウィンズ
コーポレーション

〒066-0081
千歳市清流2-7

TEL：0123-22-3523
FAX：0123-22-2280
携帯 ：070-5612-9730
E-mail ： mas@qwe27.net

8：00 ～ 18：00
（年中無休）

7 レオパレスセンター
新さっぽろ店

〒004-0051
TEL：050-2016-2261
北海道札幌市厚別区厚別中
10:00 ～ 18:00
E-mail ：
央1条6丁目2-15 新札幌セ
（年末年始 休業）
lpc_shinsapporo@leopalace.ne.jp
ンタービル1F

http://www.leopalace21.co
m/app/searchCondition/t
enpoInfoAction.do?center
Code=9Z

8 ㈱マーベラスホーム

〒066-0062
千歳市千代田町3-7

9：00 ～ 18：30
（水曜日定休）

http://marveloushome.com/

平日：10:00～18:45
土日祝：9:30～18:15
（定休日なし
※ 年末年始 休業）

http://unilife.co.jp/

9:00～19:00
（年末年始 休業）

http://boxeniwa.cbiz.co.jp/

TEL：0123-26-0909
E-mail ： mch@khaki.plala.or.jp

(株)ジェイ・エス・ビー・ネッ
〒060-0807札幌市北区北７
9 トワーク
条西４丁目３-１新北海道ビ TEL：011-737-3700
学生マンション
ルヂング１階
ユニライフ札幌駅前店
〒061-1431
TEL：0123-34-9011
恵庭市有明町1丁目4－18ビ E-mail ：info-eniwa@boxルドボックス１F
group.net

10 （株）ボックス恵庭店

電話・メールで問い合せをしてください

アパートマンション探しの不
〒061-1441
11 動産のビッグ恵庭店
恵庭市住吉町１丁目１－５
㈱パワーステーション

ＴＥＬ：0123-40-4141
Ｅ-ｍａｉｌ：eniwa@power-s.co.jp

10：00～19：00
（年末年始 休業）

http://www.powers.co.jp

12 ピタットハウス恵庭店
住まいの戸田株式会社

〒061-1442
恵庭市緑町2丁目3-10

ＴＥＬ：0123-39-5005
Ｅ-ｍａｉｌ：
eniwa@sumainotoda.com

平日9：00～18：00
土曜9：00～15：00
（2・3月は日・祝 営業9：
00～16：00）

https://www.sumainoto
da-eniwa.com/

13 緑の木株式会社

ＴＥＬ：0136-55-6680
〒044-0078
Ｅ-ｍａｉｌ：
8：00 ～ 17：00
虻田郡倶知安町字樺山48yoichi.koshibuchi@mnkniseko.co （年中無休）
52
m

14 ミニミニFC恵庭店

〒061-1414
恵庭市漁町30番地

TLE：0123-25-8988
Ｅ-ｍａｉｌ：info@miniminieniwa.com

9：00～18：00
（年末年始 休業）

http://miniminieniwa.com/

15 RENT DO! 千歳駅前店

〒066-0063
千歳市幸町6丁目18-3
千歳駅前ビル1F

TEL：0123-29-4175
E-ｍａｉｌ：towarent@blue.ocn.ne.jp

9：30 ～ 18：30
（毎週水曜日定休）
（年末年始 休業）

https://chitoseekimaerentdo.com/

学生会館
整理
番号

名称

16 ㈲ウェルドーミ恵庭

17 ㈱共立メンテナンス

18 ドミトリー恵福

19 ジケイ・スペース㈱

20 （株）モード・アライブ

QRコード

https://www.mnkreales
tate.com

詳細は、ホームページまたは店頭へお問い合わせください。
住所
〒061-1435
恵庭市中島町2丁目
7－6
〒060-0051
札幌市中央区南1条
東3丁目11-9ｶﾀｷﾞﾘ1-3ﾋﾞﾙ
1F
〒061-1433
恵庭市北柏木町1丁目2番7
号
〒061-1373
恵庭市恵み野西2丁目2番
地の11
〒065-0025
札幌市東区北25条東14丁
目3番12号MODE・BLD2F

連絡先等

営業時間

ＵＲＬ

TEL：0123-39-3677
E-mail： well@north-wind.ne.jp

9：00 ～ 18：00
（年中無休）

http://welldomi.com/

TEL：0120-97-4334

9：00 ～ 17：30
無休（年末年始除く）

https://dormy-ac.com/

TEL：0123-34-9127
携帯：090-5074-2256

5：00～23：00
（年中無休）

https://eniwakeifuku.com/

TEL：0120-46-2271
E-mail： hokkaido@sp.jikei.com

9：00 ～ 18：00

http://www.stheim.jp/

TEL：011-299-2277

9：30 ～ 17：30

https://modealive.com/

QRコード

