
荒川区の多頭可賃貸情報：R4.12.27掲載

賃 料 113,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/2階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775923076

賃 料 113,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/2階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775925035

賃 料 113,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/2階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775925051

賃 料 115,000円
建物名

間取り/専有⾯積 4K 63.45㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

■所在地：東京都荒川区⻄尾久２丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/3階部分■
築年⽉:1991年07⽉■備考:エアコン３基■家賃⼝座引落⼿数料：330円/⽉ ⽔道代：5,
000円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社：⽇本セーフティー 
料⾦：初年度、賃料の５０％ 翌年以降、年間１万円■契約期間:2年■更新料:新賃料
1ヶ⽉■⼊居可能時期:即時■現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務所使⽤
可,SOHO使⽤可,喫煙不可,楽器不可,ペット相談 猫可(猫２匹まで可 敷⾦１ケ⽉追加),
保証⼈不要,ルームシェア不可■主要採光⾯:⻄向き■特徴:３⾯採光■設備:Ｂ・Ｔ別,
洗⾯所独⽴,収納スペース,洗濯機置場,エアコン２台以上,テラス

都電荒川線 ⼩台 徒歩3分

物件番号：69731945053

オンコ不動産合同会社
〒150-0036 東京都渋⾕区南平台町４−８ 南平台アジアマンション６０１
TEL:03-3461-0012 FAX:03-4333-7380 定休⽇：⽇曜⽇・祝⽇ 年末年始、夏季休暇

東京都知事免許（１）第１０２７５１号

問合先: LINE_@635dbotr、 Mail_info@onko.biz
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。⼊居⽇・引渡⽇変更や付帯条件、別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

新築貸マンション 新築貸マンション

新築貸マンション 貸マンション



荒川区の多頭可賃貸情報：R4.12.27掲載

賃 料 115,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/3階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775926034

賃 料 115,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/3階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775926028

賃 料 115,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/3階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775926019

賃 料 115,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/3階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775926007

オンコ不動産合同会社
〒150-0036 東京都渋⾕区南平台町４−８ 南平台アジアマンション６０１
TEL:03-3461-0012 FAX:03-4333-7380 定休⽇：⽇曜⽇・祝⽇ 年末年始、夏季休暇

東京都知事免許（１）第１０２７５１号

問合先: LINE_@635dbotr、 Mail_info@onko.biz
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。⼊居⽇・引渡⽇変更や付帯条件、別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

新築貸マンション 新築貸マンション

新築貸マンション 新築貸マンション



荒川区の多頭可賃貸情報：R4.12.27掲載

賃 料 116,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/4階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775926084

賃 料 116,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/4階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775926054

賃 料 116,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/4階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775926064

賃 料 117,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/5階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■特徴:前⾯棟無■設備:
Ｂ・Ｔ別,オートバス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガ
スコンロ付,２⼝コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,
フローリング,クッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロッ
ク,モニタ付オートロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベータ
ー,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775927004

オンコ不動産合同会社
〒150-0036 東京都渋⾕区南平台町４−８ 南平台アジアマンション６０１
TEL:03-3461-0012 FAX:03-4333-7380 定休⽇：⽇曜⽇・祝⽇ 年末年始、夏季休暇

東京都知事免許（１）第１０２７５１号

問合先: LINE_@635dbotr、 Mail_info@onko.biz
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。⼊居⽇・引渡⽇変更や付帯条件、別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

新築貸マンション 新築貸マンション

新築貸マンション 新築貸マンション



荒川区の多頭可賃貸情報：R4.12.27掲載

賃 料 117,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/5階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775927012

賃 料 117,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/5階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775927018

賃 料 117,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/5階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775927020

賃 料 119,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 33.12㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/7階部分■築年⽉:2023年0
3⽉ 新築■町会費：240円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 個⼈（信和保証）初年度⽉額
総賃料３０％、⽉額⼿数料総賃料の１％、年間保証料９，０００円／法⼈（エポスＲＯＯＭｉＤ）
初年度⽉額総賃料４０％、年間保証料１０，０００ｏｒ１４，０００円■契約期間:2年■更新料:新
賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉上旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務
所使⽤不可,SOHO使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐⾞場有(38,500
円/⽉)■バイク置場有(6,600円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オート
バス,シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝
コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,フローリング,ク
ッションフロア,冷房,暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,オートロック,モニタ付オー
トロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩2分

物件番号：69775959063

オンコ不動産合同会社
〒150-0036 東京都渋⾕区南平台町４−８ 南平台アジアマンション６０１
TEL:03-3461-0012 FAX:03-4333-7380 定休⽇：⽇曜⽇・祝⽇ 年末年始、夏季休暇

東京都知事免許（１）第１０２７５１号

問合先: LINE_@635dbotr、 Mail_info@onko.biz
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。⼊居⽇・引渡⽇変更や付帯条件、別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。

新築貸マンション 新築貸マンション

新築貸マンション 新築貸マンション



荒川区の多頭可賃貸情報：R4.12.27掲載

賃 料 126,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 30.05㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:10階建/3階部分■築年⽉:2019年0
2⽉■備考:駐輪場等建物共⽤設備に関しては建物管理会社（アーバンコミュニティ㈱ ０５０−５３
６９−１７４６）へお問い合わせください。 短期解約違約⾦有：１年未満の解約で賃料２ヶ⽉分，
２年未満の解約で賃料１ヶ⽉分 ■２４時間安⼼サポート（⼊居時）：16,500円 基本クリーニング費
⽤（⼊居時）：55,000円 エアコンクリーニング費⽤（退去時）：16,500円■保険等:要 2年18,000円■
賃貸保証:加⼊要 初回保証料５０％〜申込内容によって使⽤する保証会社名、初回保証料、更新料の
お⽀払いタイミング（年次・⽉次）が異なります。■鍵交換代等:有 33,000円〜■契約期間:2年■更
新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年1⽉10⽇■現況:居住中 2022年12⽉31⽇退去予定■取引態様
:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹 敷１)■主要採光⾯:⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾
燥機,トイレ,洗⾯所独⽴,２⼝コンロ,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,室内洗濯機置
場,給湯,都市ガス,フローリング,エアコン,ＣＡＴＶ,インターネット対応,オートロック,バルコニー,エレ
ベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 新三河島 徒歩1分

物件番号：69779247022

賃 料 135,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2LDK 56.80㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  解約時1ヶ⽉
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都荒川区⻄尾久６丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/3階部分■
築年⽉:1991年09⽉■備考:先⾏契約不可※必ずご内⾒の上ご契約下さい ペット飼育応
相談※猫３匹迄。敷⾦＋１ヶ⽉※詳細は問い合わせ／フルリノベーション実施※１／
１０完成予定■⼊居者サポート料：18,700円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加
⼊要 当社指定の保証会社をご利⽤頂くことが契約条件となります。■鍵交換代等:有
 24,200円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:即時■現況:空家
■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談■設備:Ｂ・Ｔ別,トイレ,洗⾯所,洗⾯所独⽴,室
内洗濯機置場,洗濯機置場,バルコニー

都電荒川線 ⼩台 徒歩3分

物件番号：10054388078

賃 料 143,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1SLDK 48.66㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 2ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費7,000円/⽉

■所在地：東京都荒川区⻄⽇暮⾥２丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:12階建/11階部分■築年⽉:1992
年05⽉■備考:ペット契約時礼⾦２ヵ⽉敷⾦償却 ⼩型⽝１匹または猫２匹まで■賃料引落⼿数料：25
0円/⽉ ■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社：フォーシーズ株式会社 初回保証委託
料：⽉額総賃料５０％〜（⽉額総賃料が７００００円未満の場合は３５０００円〜） 年間保証委
託料：１００００円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:相談■現況:空家■取引
態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務所使⽤可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(⼩型⽝１匹または猫２
匹まで),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐⾞場空無(33,000円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採
光⾯:北東向き■特徴:２⾯採光,外観タイル張り,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,シャ
ワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,３⼝以上コンロ,システムキッチン,収納スペース,全居室
収納,クローゼット,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,フローリング,全居室フローリン
グ,エアコン,エアコン２台以上,光ファイバー,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,駐⾞場２台分

ＪＲ⼭⼿線 ⻄⽇暮⾥ 徒歩3分

物件番号：69570666021

賃 料 148,500円
建物名

間取り/専有⾯積 2LDK 51.01㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 15,000円/⽉

掲載確認不要。空き確イタンジ

■所在地：東京都荒川区町屋１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:11階建/3階部分■築年⽉:2018年06⽉■備考:１年未満の
解約で賃料＋管理費の短期解約違約⾦あり。解約予告２カ⽉前。ペット飼育時：保証⾦１か⽉分追加（償却）※多頭飼
い相談。■ルームクリーニング代：60,500円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 初回保証料：⽉額費⽤総額５
０％〜（ペット飼育時１０％増） 保証更新料：１年毎に１万円 ⼝座振替⼿数料：２００円／⽉■契約期間:2年■更
新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年2⽉下旬予定■現況:居住中 2023年01⽉31⽇退去予定■取引態様:媒介■⼊居
条件:ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(保証⾦＋１（償却）),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■主要採光
⾯:⻄向き■特徴:外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,シャワー,追焚機能,浴室乾燥
機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝コンロ,カウンターキッチン,システムキッチン,収納
スペース,クローゼット,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,フローリング,冷房,暖房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,
ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファイバー,オートロック,モニタ付オートロック,モニタ付インターホン,防犯カメラ,バル
コニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京成本線 町屋 徒歩5分

物件番号：69780793087

オンコ不動産合同会社
〒150-0036 東京都渋⾕区南平台町４−８ 南平台アジアマンション６０１
TEL:03-3461-0012 FAX:03-4333-7380 定休⽇：⽇曜⽇・祝⽇ 年末年始、夏季休暇

東京都知事免許（１）第１０２７５１号

問合先: LINE_@635dbotr、 Mail_info@onko.biz
この図⾯は物件情報の⼀部を抜粋して掲載しております。⼊居⽇・引渡⽇変更や付帯条件、別途料⾦等が発⽣する場合もありますのでご確認ください。図⾯と現況が異なる場合は、現況を優先します。
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