
R4.1月更新
地図番号 住所 アパート名 戸数 部屋 月額家賃 所有者・管理者　住所 所有者氏名 所有者電話番号 建設年 付帯施設 ペット 備考

① ４条南３丁目 田村マンション １棟４戸 ２ＤＫ
３３,０００円

（駐車場代込み）
旭川市豊岡９条１０丁目６番地 田村照雄 ０１６６－３７－２６５７ 平成４年 駐車場 ×

② ５条西４丁目 菊川マンションＡ １棟４戸 ２ＬＤＫ ３４,０００円 当麻町５条西４丁目８番２３号 菊川健一 ０１６６－８４－２５７３ 昭和５９年 ○

③ ５条西４丁目 菊川マンションＢ １棟４戸 ワンルーム ２８,０００円 当麻町４条西３丁目１９番１０号 菊川博己 ０１６６－８４－４８３８ 平成２年 ×

④ ３条西３丁目 ハイツ蟠龍 １棟４戸 ２ＬＤＫ ３８,５００円
旭川市新富２条２丁目８ー１４

カルム１F
（管理・問合せ先）

㈱けんかん
０１６６－２３－３９８８ 平成６年 車庫 ○

⑤ ４条南３丁目 ハイツパル １棟４戸 ２ＬＤＫ
３7,０００円

（管理費込み）
旭川市永山3条4丁目2-16

（管理・問合せ先）
エイブル旭川永山店

０１６６－４６－４１１１ 平成６年 駐車場、物置 ×

⑥ ４条西３丁目 サニープレイス ２棟２４戸 ２ＤＫ・１ＤＫ
３２,０００円
２３,０００円

旭川市４条西３丁目１番１１号 ㈱ハスコム ０１６６－２５－１２２６ 平成６年
駐車場

利用料 ２１６０円
現在満車

×

固定費
２４ｈサービス　１,０８０円

保証会社　加入必須
初回　家賃８０％

⑦ ４条南３丁目 コーポサン １棟４戸 ２ＬＤＫ ３６,０００円 当麻町４条南３丁目８番１５号 山川昇子 ０１６６－８４－７０１５ 平成７年 車庫　３，０００円 ○

⑧ 中央２区 フォレスト倶楽部

⑨ 中央２区 フォレスト倶楽部Ⅱ

⑩ ３条西３丁目 川村マンション １棟８戸 ２ＬＤＫ ４３，０００円 当麻町３条西３丁目６番２号 川村照弘 ０１６６－８４－３０６８ 駐車場２台、物置 × 駐車場代　１，０００円

⑪ ４条南３丁目 ミヤカーザ １棟６戸 ２ＬＤＫ
４６,０００円

（管理費込み）
旭川市永山３条４丁目２ー１６

（管理・問合せ先）
エイブル旭川永山店

（所有者）井澤惇
０１６６－４６－４１１１ 平成１５年 車庫、融雪施設 ×

⑫ ３条西３丁目 プラシード １棟６戸 ２ＬＤＫ
４２,０００円
４１,０００円

当麻町３条西４丁目１１番１３号 中西紀人 ０１６６－８４－３０７０ 平成１６年 駐車場、物置 ×

⑬ ４条南３丁目 メゾンアントゥワル １棟４戸 ２ＬＤＫ
５５,０００円

（車庫代込み）
当麻町４条南３丁目７番１６号ー１４ 広瀬一布 ０１６６－８４－２０２９ 平成１６年 車庫 ×

⑭ ４条南３丁目 セリカ １棟６戸 ２ＬＤＫ
車１台　４８,０００円
車２台　５０,０００円

旭川市永山３条４丁目３ー１５ 中出照光(読み：ナカデ)
０１６６－４７－２４４０

０９０－３３９５－８７６０
平成１７年

駐車場、物置
融雪施設

×

⑮ ３条西３丁目 エクセレント １棟６戸 ２ＬＤＫ
４８,０００円

（駐車場代込み）
札幌市中央区南１条西１９丁目１ー２５１

ベイスランスウォーター６０１
天野聖市 ０９０－３３９３－５６６０ 平成１８年 駐車場 ×

⑯ ３条西４丁目 レトア久保 １棟４戸 １ＬＤＫ
４２,０００円

（駐車場代込み）
旭川市永山４条５丁目１番１５号 常口アトム旭川永山店 ０１６６－４６－５７００ 平成１７年 駐車場　２台まで × 管理費　１,０８０円

⑰ ４条南３丁目 サン・フラワー １棟６戸 ２ＬＤＫ
４月～１１月　４８,０００円
１２月～３月　４９,０００円

当麻町４条南３丁目９ー２７ 倉本忠義 ０１６６－８４－２２８９ 平成１７年 車庫、物置 ×

⑱ ４条西３丁目 ディアコート １棟６戸 １ＬＤＫ ４９,０００円
旭川市新富２条２丁目８ー１４

カルム１F
（管理・問合せ先）

㈱けんかん
０１６６－２３－３９８８ 平成１７年

駐車場　１台or２台
部屋による

×
共益費　３,０００円
敷金　家賃１ヶ月分

⑲ ４条西３丁目 スカイフェリーチェⅤ １棟４戸 ３ＬＤＫ ６７,０００円 旭川市東光５条４丁目１ー２５
（管理・問合せ先）

㈱ウィッシュミニミニ
（所有者）不明

０１６６－３９－３２５６ 平成１８年
駐車場　２台まで

室内物置
○

共益費　３,０００円
敷金　家賃　１ヵ月分
保険料　２４,０００円

玄関の鍵代　１０,０００円

⑳ ３条西３丁目 石川アパート １棟２戸 ２ＬＤＫ ４０,０００円 当麻町４条南３丁目４ー１６ 石川栄吉 ０９０－８８９９－７４８７ 平成１９年 駐車場　５，０００円 ○
ペットは飼ってもいいが壁紙

などの修繕は自己負担

㉑ ３条西３丁目 川村マンション２ １棟８戸 ２ＤＫ ４５，０００円 当麻町３条西３丁目６番２号 川村盛男 ０１６６－８４－３０６８ 平成２４年 駐車場２台、物置 × 駐車場代　１，０００円

㉒ ３条西３丁目 メゾンドピース １棟４戸 ２ＬＤＫ
１階　６２，０００円
２階　６３，０００円

旭川市旭町２条１８丁目１９６－３９ (有)エイ・エス・ケー・サービス ０７０－５２８７－４６４６ 平成２８年 駐車場２台 ×

㉓ ３条西４丁目 ライフスペース当麻 １棟２戸 ２ＤＫ ５０，０００円 旭川市永山４条５丁目１番１５号 常口アトム旭川永山店 ０１６６－４６－５７００ 平成２３年 ×

アパート一覧

１棟８戸 ２ＬＤＫ
４１,０００円

（共益費・車庫代込み）
(有)地建倶楽部 ０１６６－８４－２３３１当麻町４条南３丁目１番３８号

車庫
車２台目から青空駐車場

１ヵ月　１，５００円

ストーブ　ＦＦ指定
プロパン　指定有

×平成７年


