
くしろ長期滞在ビジネス研究会　長期滞在施設一覧表 ※掲載情報は変更となる場合がありますので、詳細については各社へお問い合わせください。

【マンスリーマンション等】 【賃料等の説明】　　賃：賃料　　公：公共料金　　駐：駐車場料金

①家具・家電設置済みタイプ 【諸費用等の説明】　　事：事務手数料　　仲：仲介料　　保：保証金　　清：清掃費　　火：火災保険料

事業者名　※50音順 物件名　※50音順 所在地
賃料等

(月々かかる料金)

諸費用等

(一度だけかかる料金)

面積

(間取り)
インターネット 備考 HP

(株)アーチ北原

☎ 0154-64-7403
リバーサイドKITAHARAⅡ 南大通

賃：100,000円/月(5～9月)

　　　110,000円/月(10～4月)

公：20,000円/月

駐：3,000円/月

清：40,000円+税
66.96㎡

(3LDK)

利用可

(お客様にてご契約)

◦公共料金は1名追加毎に+10,000円/月。

◦ペット可(猫・大型犬)。※事前応相談

ゲストハウス灯(とう)1F 米町
賃：300,000円/月

駐：無料(2台目から3,000円/月)
保：50,000円

72㎡

(3LDK)

ゲストハウス幣(ぬさ)1F

ゲストハウス幣(ぬさ)3F

(株)エコビジョン

☎ 0154-31-3015

✉ eco3015@mist.ocn.ne.jp

ハイツリバーサイド 愛国東

賃：80,000円/月(11月～4月)

　　　200,000円/月

　　　(7,9月のみご利用の場合)

　　　250,000円/月

　　　(8月のみご利用の場合)

※上記は1か月のみご利用の場合の料金例で

す。長期になるほど安くなります。

(例：7～9月利用合計440,000円)

詳しくはお問い合わせください。

駐：3,000円/月

事：15,000円

清：0～10,000円

24.4㎡～

29㎡

(1DK)

利用不可

◦一室あたりの定員は2名様までとなります。

◦3か月未満のご利用の場合、清掃費として1万円

いただきます。

※3か月以上となる場合は無料

◦保証金はございませんが、通常利用以上の汚損

や設備備品の破損があった場合は実費申し受けま

す。

ガーデンコート釧路1R
賃：111,000円/月

※賃料は変動する場合があります。

23.4㎡～

25㎡

(1R)

ガーデンコート釧路1LDK
賃：120,000円/月

※賃料は変動する場合があります。

33.48㎡

(1LDK)

CENTURY21(不動産専門株式会社)

☎ 0154-65-9977
ラッチノカスクブ大楽毛 大楽毛

賃：200,000円/月(5月～9月)

　　　230,000円/月(10月～4月)

保：50,000円

清：50,000円(税込)

119.23㎡

(4SLDK)

◦3人目から1名追加毎に+10,000円/月。

◦ペット同伴の場合は+30,000円/月。

◦キャンセル料有り。

※詳しくはお問い合わせください。

クレス興津302号室 興津

賃：200,000円/月(5～9月)

　　　220,000円/月(10～4月)

駐：1台無料

42.12㎡

(2DK)
利用不可

クレス緑ヶ岡108号室
58.32㎡

(1R)

クレス緑ヶ岡307号室

(402号室・408号室)

58.32㎡

(3LDK)

◦3人目から1名追加毎に+10,000円/月。

◦ペット可(猫・小型犬)。※事前応相談

◦公共料金は賃料に含みます。

◦他にほぼ同じ仕様で2部屋(402号室・408号

室)ご用意可能です。

アロハ 千代ノ浦

賃：150,000円/月(5～9月)

　　　170,000円/月(10～4月)

駐：無料

保：50,000円

清：30,000円+税

42.64㎡

(1LDK)

柏木町貸家(戸建) 柏木町

賃：230,000円/月(5～9月)

　　　260,000円/月(10～4月)

駐：無料

100.64㎡

(6LDK)

昭和中央貸家(戸建)
昭和

中央

賃：200,000円/月(5～9月)

　　　230,000円/月(10～4月)

駐：無料

115㎡

(5LDK)

浦見６丁目貸家(戸建) 浦見
賃：150,000円/月(5～9月)

駐：無料

129.19㎡

(3LDK)

築志 治水町

賃：250,000円/月(5～9月)

　　　270,000円/月(10～4月)

駐：無料(2台目から3,000円/月)

保：50,000円

清：35,000円+税

43.36㎡

(1LDK)

利用可

(無料Wi-Fi有り)

塘路貸家A(戸建)
100.44㎡

(3LDK)

◦3人目から1名追加毎に+10,000円/月。

◦ペット可。※賃料に+30,000円/月。

◦火災保険に加入することも可能です。

◦キャンセル料有り。

※詳しくはお問い合わせください。

塘路貸家B(戸建)
72.49㎡

(2LDK)

塘路貸家C(戸建)
90.51㎡

(2LDK)

ハウスニクス
釧路町

新開

賃：100,000円/月(5～9月)

　　　130,000円/月(10～4月)

駐：無料

39.69㎡

(2DK)

ピースファクトリー
昭和

中央

賃：150,000円/月(5～9月)

　　　170,000円/月(10～4月)

駐：無料

48.44㎡

(2LDK)

富士マンション暁 暁町

賃：100,000円/月(5～9月)

　　　110,000円/月(10～4月)

駐：無料

15.8㎡

(1R)

フラワーハイツ 鳥取北

賃：110,000円/月(5～9月)

　　　130,000円/月(10～4月)

駐：無料

47.79㎡

(2DK)

平元ハイツ 興津

賃：120,000円/月(5～9月)

　　　130,000円/月(10～4月)

駐：無料

34.78㎡

(2DK)

メゾンドテラボ 愛国東

賃：150,000円/月(5～9月)

　　　170,000円/月(10～4月)

駐：無料

50.51㎡

(2DK)

利用可

(お客様にてご契約)

(有)つくしグッド住まいる

☎ 0154-64-6155

標茶町

塘路

賃：200,000円/月(5～9月)

　　　230,000円/月(10～4月)

駐：無料

利用不可

保：50,000円

清：50,000円

利用不可

ヴェリティ(同)

☎ 0154-64-6849

✉ info@verity-mk.com

エリアワンエンタープライズ(株)

☎ 0120-92-1108

✉ info@a1weekly.com

◦公共料金・駐車場料金は賃料に含みます。

南大通

末広町
利用可

(無料)

◦3人目から1名追加毎に+20,000円/月。

◦水道光熱費・冬季暖房費は賃料に含みます。

◦保証金は、備品の破損や特段の清掃の必要性

があった場合等に充当し、残額を返還いたします。

◦ペット事前応相談。

◦1日単位での利用も可。※別途要確認

賃：240,000円/月(4～10月)

　　　210,000円/月(11～3月)

駐：無料(2台目から3,000円/月)

94㎡

(2LDK)
保：50,000円

利用可

(無料・使い放題)

◦3人目から1名追加毎に+10,000円/月。

◦ペット可(猫・小型犬)。※事前応相談

◦公共料金は賃料に含みます。

◦3人目から1名追加毎に+10,000円/月。

◦火災保険に加入することも可能です。

◦キャンセル料有り。

※詳しくはお問い合わせください。

◦3人目から1名追加毎に+10,000円/月。

◦火災保険に加入することも可能です。

◦キャンセル料有り。

※詳しくはお問い合わせください。

保：50,000円

清：50,000円

保：50,000円

清：35,000円+税

緑ヶ岡

(株)すえ工芸

☎ 0154-57-3300

✉ info@suekougei.com
賃：220,000円/月(5～9月)

　　　240,000円/月(10～4月)

駐：1台無料



(有)フラノ開発

☎ 0154-22-7251
アパートメントホテルみなと21 錦町

賃：130,020円/月(7～8月)

　　　108,240円/月(3～6月・9～10月)

　　　94,710円/月(11～2月)

※賃料は変動する場合があります。

13.9㎡～

18.8㎡

利用可

(無料・使い放題)

◦公共料金は賃料に含みます。※1か月の使用料

が1万円を超えた場合は超過分をご請求いたしま

す。

◦ウィークリープランについてはお問い合わせください。

エターナルパレス 柳町

賃：200,000円/月(4～10月)

　　　180,000円/月(11～3月)

駐：6,280円/月

47.42～

55.32㎡

(2LDK)

◦公共料金、清掃費、事務手数料は賃料に含み

ます。

◦オール電化、1階玄関オートロック。

◦ペット可(小型犬)。※別途料金要

コーポみき 昭和南

賃：170,000円/月(4～10月)

　　　154,000円/月(11～3月)

駐：5,500円/月

28.98㎡

(1DK)

◦公共料金、清掃費、事務手数料は賃料に含み

ます。

◦オール電化。

ノースコート釧路 幸町

賃：170,000円/月(4～10月)

　　　154,000円/月(11～3月)

駐：7,700円/月

35.43～

36.18㎡

(1LDK)

◦公共料金、清掃費、事務手数料は賃料に含み

ます。

◦1階玄関オートロック。

ハイム池田3号室 新川町

賃：78,000円／月(4～9月)

　　　62,400円／月(10～3月)

公：30,000円／月

事：30,000円

火：5,000円

清：30,000円

24.3㎡

(1DK)

利用可

(Wi-Fiルーター無

料貸出)

◦家具・家電等は1名分が備え付け済み。※2名

以上での利用でも追加料金なし。

◦ペット可。※別途ペット礼金30,000円

ホクトS 文苑

賃：200,000円/月(4～10月)

　　　180,000円/月(11～3月)

駐：5,500円/月

火：5,000円
52.99㎡

(2DK)

利用可

(お客様にてご契約)

◦公共料金、清掃費、事務手数料は賃料に含み

ます。

◦オール電化。

◦ペット可(小型犬)。※別途料金要

(株)ユタカコーポレーション

☎ 0154-23-2255

✉ qa@yutaka-c.co.jp

パルハイム幣舞304号室 北大通 賃：85,000円/月 清：20,000円
32.01㎡

(1LDK)
利用不可 ◦公共料金はお客様負担となります。

リビングスペース森柏木町

第1棟2F

賃：170,000円/月(4月～10月)

　　　180,000円/月(11月～3月)

駐：無料　※2台目以降有料

リビングスペース森柏木町

第2棟2F

賃：160,000円/月(4月～10月)

　　　170,000円/月(11月～3月)

駐：無料　※2台目以降有料

②家具・家電レンタルタイプ

コンフォート畑山D 賃：33,000円/月

仲：33,000円+税

保：33,000円

火：12,000円

21.30㎡

(1R)

コンフォート畑山G 賃：45,000円/月

仲：45,000円+税

保：45,000円

火：12,000円

35.00㎡

(1LDK)

コーポユタカ 新富町
賃：30,000円/月

駐：5,500円/月

事：33,000円

清：19,800円

13.7～

18.6㎡

(1K)

利用可

(要事前申込

※5,400円/月)

三共ユタカビル
共栄

大通

家：50,000円/月

駐：5,500円/月

事：55,000円

清：30,800円

52.40～

65.44㎡

(2DK)

第3ユタカマンション
新橋

大通

賃：40,000円/月

駐：5,500円/月

事：44,000円

清：19,800円

28.48㎡

(1DK)

利用可

(要事前申込

※5,000円/月)

仲浜ハイツ 仲浜町
家：50,000円/月

駐：5,500円/月

事：55,000円

清：30,800円

47.26㎡

(2DK)

利用可

(要事前申込

※5,000円/月)

【ホテル】

事業者名　※50音順 ホテル名 所在地
面積

(間取り)
インターネット 備考 HP

(株)釧路ホテルマネジメント

☎ 0154-31-4111

ANAクラウンプラザホテル

釧路
錦町

16.7㎡

(シングル)

25.2㎡

(ツイン)

利用可
◦朝食は別料金となります。

◦ランドリーサービスあり。

エリアワンエンタープライズ(株)

☎ 0154-31-0946
ホテルエリアワン釧路 末広町

11.5㎡～

(シングル)

14.8㎡～

(ツイン)

利用可
◦無料貸し出し備品も充実しています。

◦コインランドリー有り。

釧路センチュリーキャッスル

ホテル

☎ 0154-43-2111

釧路センチュリーキャッスル

ホテル
大川町 利用可 ◦朝食は別料金となります。

釧路プリンスホテル

☎ 0154-31-1216
釧路プリンスホテル 幸町 利用可

◦宿泊優待朝食有り。

◦コインランドリー有り。

◦駐車場優待有り。

◦別途ロングステイプラン有り。

(株)千友館

☎ 0154-51-5557
ホテルマーシュランド

鳥取

大通

11.5㎡～

(シングル)

14.8㎡～

(ツイン)

利用可
◦朝食付き。

◦コインランドリー有り。

(株)東横イン

☎ 0154-23-1045
東横イン釧路十字街 北大通

13.9㎡

(シングル)

14.8㎡

(ツイン)

利用可
◦朝食付き。

◦コインランドリー有り。

【ゲストハウス】

事業者名　※50音順 ゲストハウス名 所在地
面積

(間取り)
インターネット 備考 HP

ヴェリティ(同)

☎ 0154-64-6849

✉ info@verity-mk.com

ゲストハウス灯(とう)2F 米町 7～15畳 利用可

◦1泊よりご利用可。

◦無料駐車スペース完備

◦全面禁煙。

◦JR釧路駅などから車で送迎可能です。

◦ご利用料金は季節により変動いたします。※詳

細についてはメール・電話でお問い合わせください。

(株)一の蔵

☎ 0154-65-5527
ゲストハウスプルーフポイント 錦町

11.5㎡～

(シングル)

14.8㎡～

(ツイン)

利用可

◦貸出備品も充実しています。

◦有料ランドリー有り。

◦共同キッチン有り。

◦毎日ハウスキーピングを行います。

(株)ホクトハウス

☎ 0154-31-2431

✉ info@hokutohouse.co.jp

川北町
利用可

(お客様にてご契約)

保：50,000円

清：35,000円
利用可2LK

利用可

(無料Wi-Fi有り

※パスワード入力の

みで利用可)

宿泊料金

ドミトリーシングル：4,000円～

ドミトリー：3,500円～

※長期滞在(1週間以上)の場合、宿泊料金についてご相談ください。

1～6泊：6,000円～

7泊以上：5,400円～

30泊以上：5,100円～

※2～4名様向け個室が6室(ベッドか布団を選択)あり、個別のトイレと洗

面台、共同の大きな風呂や食堂、厨房等がご利用いただけます。

宿泊料金

シングル：5,700円～(朝食付き)

ツイン：10,400円～(朝食付き)

シングル：3,300円～(素泊まり)

ツイン：5,000円～(素泊まり)

ファミリーツイン：9,600円～(素泊まり)

5,400円～9,400円

シングル：4,800円～　ツイン：7,600円～(4～5月、11～3月)

シングル：5,900円～　ツイン：10,200円～(6、10月)

シングル：6,900円～　ツイン：12,200円～(7、9月)

シングル：7,400円～　ツイン：13,200円～(8月)

※いずれも15泊以上した場合の1泊あたりの料金です。

※15泊未満のご宿泊はお問い合わせください。

シングル：6,500円～　ツイン：9,500円～

シングル：10,000円～(7泊以上)

ツイン：20,000円～(7泊以上)

※8/1～8/13は対象外

(株)リビングスペース森

☎ 0154-42-0334

☎ 080-5831-6379

✉ livingspacemori@outlook.com

◦家具・家電はお客様にてレンタルしていただきま

す。

◦公共料金はお客様負担となります。

◦住宅保険は任意でご加入いただけます。

(株)ユタカコーポレーション

☎ 0154-23-2255

◦電気料金以外の公共料金は賃料に含みます。

※電気料金の手続・支払はお客様にて行っていた

だきます。

柏木町

(株)タートル

☎ 0154-38-7800

火：5,000円

◦家具・家電の設置についてはご相談ください。

◦公共料金はお客様負担となります。

◦駐車場が必要な方は近隣の月極駐車場をご利

用いただきます。


