
2022 年 7月 2 日 

ＫＢコート＜松山＞空室情報 
●1R・1DK 

名称 号室 タイプ 家賃 共益費 清掃代 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 駐車場 現状 備考 

泉 町 ５０２ 1R 34,000 4,000 22,000 間取り図まだ 8,800 現在空 インターネット無料／IH キッチン／室内洗濯機置き場 

味 酒 ６０１ 1DK 41,000 5,100 22,000 ○ 11,000 現在空 ネット無料/システムキッチン/室内洗濯機置場/BOXP1,100 円 

本町Ⅱ ２０６ 1DK 41,000 4,000 22,000 ○ 11,000 現在空 インターネット無料／IH キッチン／室内洗濯機置き場 

本町Ⅱ ４１０ 1DK 41,000 4,000 22,000 ○ 11,000 現在空 インターネット無料／IH キッチン／室内洗濯機置き場 

竹 原 満 室         

●家具家電付（1R・1DK） 

名称 号室 タイプ 家賃 共益費 保証金 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 駐車場 現状 備考 

味 酒 ４０５ 1DK 44,000 5,100 1 ヶ月分 ○ 11,000 現在空 ネット無料/IH/室内洗濯機置き場/BOXP1,100 円 

＊基本オプション・・・室内照明・ベッド・マットレス・洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・TV・デスク・椅子・（IH キッチンでないお部屋にはガスコンロが付属します） 

家具無しでのご契約も可能です。ご相談下さい。（家賃より家具代－5,000 円） 

 

●1LDK/2DK以上～ 

名称 号室 タイプ 家賃 共益費 清掃代 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 駐車場 現状 備考 

本町Ⅱ １４０４ 2LDK 63,000 5,000 33,000 ○ 11,000 現在空 ネット無料／システムキッチン／室内洗濯機置場 

本町Ⅱ １４０６ 2LDK 65,000 5,000 33,000 ○ 11,000 現在空 ネット無料／システムキッチン／室内洗濯機置場 

本町Ⅱ １５０３ 3LDK 98,000 5,000 33,000 ○ 1 台無料 現在空 ネット無料／システムキッチン／室内洗濯機置場 

 

 

ﾟ+｡:.一般のお客様のお問い合わせはこちらまで.:｡+ﾟ 

                                                    管理会社・旭屋  ℡ 089-943-1221 

協力店・いよ総合商事  ℡  089-923-5729 

＊清掃代・駐車料は税込価格です（10％）。 

＊インターネット無料設備をご利用いただくには、LAN ケーブル・Wi-Fi ルーター等が必要です（松山市内物件）。                     （１／２） 



2022 年 7月 2 日 

ＫＢコート＜今治＞空室情報 
●KB コート日吉・小泉 

名称 号室 タイプ 家賃 共益費 敷金・礼金など HP掲載 駐車場 現状 問い合わせ先 

小 泉 １０１ 1DK 38,000 3,000 礼金 1 ヶ月分 掲載まだ 2,200 現在空 サンコーハウス株式会社 

 １０６ 1DK 38,000 3,000 礼金 1 ヶ月分 ○ 2,200 現在空 サンコーハウス株式会社 

 ２０２ 1DK 38,000 3,000 礼金 1 ヶ月分 ○ 2,200 現在空 サンコーハウス株式会社 

日 吉 ２１１ 1DK 37,000 4,000 礼金 1 ヶ月分 ○ 1 台無料 現在空 サンコーハウス株式会社 

 ３０７ 3DK 57,000 5,000 礼金 1 ヶ月分 ○ 1 台無料 現在空 サンコーハウス株式会社 

 ４０５ 2DK 50,000 5,000 礼金 1 ヶ月分 ○ 1 台無料 現在空 サンコーハウス株式会社 

 

●KB コート衣干 

名称 号室 タイプ 家賃 共益費 敷金・礼金など HP掲載 駐車場 現状 問い合わせ先 

衣 干 １０２ 2LDK 55,000 5,000 ハウスクリーニング費用 ○ 3,300 現在空 株式会社トミナガ不動産商事 

 ６０６ 2LDK 61,000 5,000 ハウスクリーニング費用 ○ 3,300 現在空 株式会社トミナガ不動産商事 

 

 

ﾟ+｡:.日吉・小泉 のお問い合わせはこちらまで.:｡+゜         ﾟ+｡:.衣干 のお問い合わせはこちらまで.:｡+ﾟ 

管理会社・サンコーハウス㈱           管理会社・㈱トミナガ不動産商事 

愛媛県今治市喜田村 7丁目 6-28              愛媛県今治市喜田村 6丁目 4-7 

TEL : 0898-48-1737                    TEL : 0898-47-5561 

FAX : 0898-48-8805                    FAX : 0898-47-5562 

 

＊駐車料は税込価格です（10％）。 

＊インターネット無料設備は Wi-Fi 接続にてご利用いただけます（今治市内物件）。                                    （２／２） 


