
⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R4.12.14掲載

賃 料 110,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 41.00㎡
礼 ⾦ 2ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
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：東京都⼤⽥区⽥園調布１丁⽬ ■建物構造:ＡＬＣ■階建/階:2階建/メゾネット 1階〜2階部分■築年⽉:2015年1
0⽉■備考:築浅２０１５．１０完成 ヘーベルメゾン グリル付ガス２⼝システムキッチン 浴室追焚・乾燥・暖房機能
 ウォシュレット■クリーニング費⽤(退去時)：49,500円 My Concier Club 2年分：12,000円■保険等:要 2年18,400円■
賃貸保証:加⼊要 初回契約時：毎⽉のご請求⾦額合計の５０％ 以降２年毎：２万円■鍵交換代等:有 22,000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28⽇■現況:居住中 2023年01⽉12⽇退去予定■取引態様:
媒介■⼊居条件:事務所使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(ペット審査あり 複数頭飼育相談),保証⼈
不要,ルームシェア不可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■クレジットカード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:南向き■特徴:２
⾯採光,全室２⾯採光,外観タイル張り,⾓部屋,最上階,24時間換気システム,振分,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,
シャワー,追焚機能,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯台,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２
⼝コンロ,システムキッチン,グリル,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,床下収納,ダウンライト,室
内洗濯機置場,室内物⼲し,給湯,都市ガス,複層ガラス,フローリング,全居室フローリング,エアコン２台以上,全居室エアコン
,ＢＳ端⼦,ダブルロックドア,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯⽤ガラス,シャッター⾬⼾,⽕災警報器（報知機）,
バルコニー,テラス

東急東横線 多摩川 徒歩10分

物件番号：10929377014

賃 料 134,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 42.33㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 8,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区仲六郷４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/1階部分■築年⽉:2021年03⽉■備考:多頭飼いＯ
Ｋなペット共⽣型マンションです。室内はもちろん共⽤部にまでペットの為に創られています。 本物件のすぐ近くに動
物病院があり、⽀払った診察料の⼀部をポイントとして家賃に充てる事ができます。 今話題のプロジェクトで注⽬を集
めるマンションです。 多頭飼いＯＫ（⼩型⽝⼜は猫合わせて８匹まで、中型⽝は４匹・⼤型⽝は２匹まで）  ・室内に
キャットウォーク ・ペット通り抜けＯＫのペットドア ・脱⾛防⽌のペットゲート ・共⽤部にはドッグラン ・⾜洗い場
やリードフックを完備■ＳＹＬＡプレミアムクラブ：24,200円 多頭飼育の清掃費／１匹につき（解約時）：11,000円■
保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 エルズサポート 初回保証料５０％、分割保証委託料７００円／⽉、事務⼿数
料３３０円／⽉◆外国籍の⽅：エポスＧＴＮを利⽤。初回保証料６０％、⽉額保証料２％、年間保証料無し■鍵交換代
等:有 27,500円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年2⽉中旬予定■現況:居住中■取引態様:
媒介■⼊居条件:ペット相談,⼆⼈⼊居可■主要採光⾯:南向き■特徴:デザイナーズ,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ,⾓部屋■
設備:Ｂ・Ｔ別,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,ガスコンロ可,２⼝コンロ,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,洗濯機置場,都市ガス,エアコン,インターネ
ット対応,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,バルコニー,エレベータ
ー,宅配ＢＯＸ

京急本線 六郷⼟⼿ 徒歩3分

物件番号：10935344061

賃 料 95,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 33.41㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉

ペット可 オートロックマンション

■所在地：東京都⼤⽥区⼤森東５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:2012年03⽉
■備考:ペット飼育時 ＋敷⾦１ヵ⽉・償却１ヵ⽉ お部屋の写真は別の部屋のものです。 ■保険等:要
2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 賃料総額の５０％ 更新１万円／年■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 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可
■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:２⾯採光,全室２⾯採光,３⾯採光,外観タイル張り,⾓部屋
,ＩＴ重説対応物件■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯
所,洗⾯台,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝コンロ,システムキッチン,グリル,収納
スペース,クローゼット,ウォークインクローゼット,シューズボックス,照明器具,室内洗濯機置場,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,クッションフロア,都市ガス給湯,冷房,暖房,エ
アコン,エアコン２台以上,全居室エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファイバー,
ＣＡＴＶインターネット,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,バルコニー,エ
レベーター

東京モノレール⽻⽥線 昭和島 徒歩10分

物件番号：69703320090

賃 料 120,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 42.11㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区⽮⼝１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:1989年02⽉■
保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:利⽤可 賃料総額５０％必要（１年毎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,SOH
O使⽤可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可(礼⾦１ヶ⽉追加),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐
⾞場有(22,000円/⽉)■バイク置場有(1,500円/⽉)■駐輪場有■特徴:２⾯採光,外観タイル張り,分譲タイ
プ,⾓部屋,ＩＴ重説対応物件,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,温⽔洗浄便座,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,都市ガス,
フローリング,エアコン,インターネット対応,光ファイバー,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,ディンプルキー,防犯カメラ,⽕災警報器（報知機）,バルコニー,エレベーター,
宅配ＢＯＸ

東急多摩川線 武蔵新⽥ 徒歩3分

物件番号：69779391098

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。

貸マンション 貸マンション

貸マンション 貸マンション



⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R4.12.14掲載

賃 料 140,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 41.06㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区南雪⾕２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/2階部分■築年⽉:2022年11⽉ 
新築■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 【フォーシーズ株式会社】初回保証料：賃料・共益
費合計５０％〜 更新料：１０，０００円〜／年 ※契約者の状況により⾦額が異なります。■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:未完成■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(敷⾦＋１／償却１),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(300円/⽉)
■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:常時ゴミ出し可能,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,浴室暖
房,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,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,カウン
ターキッチン,システムキッチン,グリル,収納スペース,ウォークインクローゼット,シューズボックス,
⼈感センサー付照明,室内洗濯機置場,洗濯機置場,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,全居室エアコン,インターネット使⽤料無料,ダブルロックドア,オートロック,モ
ニタ付オートロック,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

東急池上線 雪が⾕⼤塚 徒歩4分

物件番号：69776230033

賃 料 142,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 41.06㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区南雪⾕２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/3階部分■築年⽉:2022年11⽉ 
新築■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 【フォーシーズ株式会社】初回保証料：賃料・共益
費合計５０％〜 更新料：１０，０００円〜／年 ※契約者の状況により⾦額が異なります。■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:未完成■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(敷⾦＋１／償却１),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(300円/⽉)
■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:常時ゴミ出し可能,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,浴室暖
房,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,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,カウン
ターキッチン,システムキッチン,グリル,収納スペース,ウォークインクローゼット,シューズボックス,
⼈感センサー付照明,室内洗濯機置場,洗濯機置場,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,全居室エアコン,インターネット使⽤料無料,ダブルロックドア,オートロック,モ
ニタ付オートロック,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

東急池上線 雪が⾕⼤塚 徒歩4分

物件番号：69776231060

賃 料 144,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 41.06㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区南雪⾕２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/4階部分■築年⽉:2022年11⽉ 
新築■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 【フォーシーズ株式会社】初回保証料：賃料・共益
費合計５０％〜 更新料：１０，０００円〜／年 ※契約者の状況により⾦額が異なります。■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:未完成■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(敷⾦＋１／償却１),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(300円/⽉)
■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:常時ゴミ出し可能,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,浴室暖
房,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,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,カウン
ターキッチン,システムキッチン,グリル,収納スペース,ウォークインクローゼット,シューズボックス,
⼈感センサー付照明,室内洗濯機置場,洗濯機置場,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,全居室エアコン,インターネット使⽤料無料,ダブルロックドア,オートロック,モ
ニタ付オートロック,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

東急池上線 雪が⾕⼤塚 徒歩4分

物件番号：69776231073

賃 料 146,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.15㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区南雪⾕２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/5階部分■築年⽉:2022年11⽉ 
新築■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 【フォーシーズ株式会社】初回保証料：賃料・共益
費合計５０％〜 更新料：１０，０００円〜／年 ※契約者の状況により⾦額が異なります。■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:未完成■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(敷⾦＋１／償却１),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(300円/⽉)
■主要採光⾯:南東向き■特徴:２⾯採光,常時ゴミ出し可能,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機
能,浴室暖房,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,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,カウンターキッチン,システムキッチン,グリル,収納スペース,全居室収納,シューズボックス,⼈感セ
ンサー付照明,室内洗濯機置場,洗濯機置場,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,全居室エアコン,インターネット使⽤料無料,ダブルロックドア,オートロック,モニタ付
オートロック,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

東急池上線 雪が⾕⼤塚 徒歩4分

物件番号：69776229032

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



⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R4.12.14掲載

賃 料 146,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 41.06㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区南雪⾕２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/5階部分■築年⽉:2022年11⽉ 
新築■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 【フォーシーズ株式会社】初回保証料：賃料・共益
費合計５０％〜 更新料：１０，０００円〜／年 ※契約者の状況により⾦額が異なります。■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:未完成■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(敷⾦＋１／償却１),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(300円/⽉)
■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:常時ゴミ出し可能,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,浴室暖
房,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,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,カウン
ターキッチン,システムキッチン,グリル,収納スペース,ウォークインクローゼット,シューズボックス,
⼈感センサー付照明,室内洗濯機置場,洗濯機置場,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,全居室エアコン,インターネット使⽤料無料,ダブルロックドア,オートロック,モ
ニタ付オートロック,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

東急池上線 雪が⾕⼤塚 徒歩4分

物件番号：69776230088

賃 料 95,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 37.12㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

ペット可 駐輪場有 ２⾯採光 駅チカ 広々 収納たっぷり

■所在地：東京都⼤⽥区東⽮⼝１丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/3階部分■築年⽉:1976年11
⽉■備考:エレベーターはないですが、⾼齢者の⽅ご相談下さい ペット可 追い炊き 駐輪場⾃転⾞
バイク停められます ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 原則賃料の５０％■鍵交換代等:有
 20,000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,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(⼤型⽝賃料９７００
０円 敷⾦２),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■バイク置場有(5,500円/⽉)■駐輪場有(330円/
⽉)■主要採光⾯:東向き■特徴:２⾯採光,最上階,ＩＴ重説対応物件,ノンホルムアルデヒド,前⾯棟無,閑
静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,洗⾯台,ガスコンロ可,２⼝コンロ,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,照明器具,洗濯機置場,エアコン,エアコン２台以上,全居室エア
コン,ＣＡＴＶ,ＣＡＴＶインターネット,⽕災警報器（報知機）,バルコニー

東急池上線 蓮沼 徒歩2分

物件番号：69778443031

賃 料 94,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 35.30㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

〇ペット可敷⾦＋１ヶ⽉分 〇近隣軽駐⾞場有２万円

■所在地：東京都⼤⽥区多摩川１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/2階部分■築
年⽉:1993年02⽉■備考:駅３分ペット可 敷地内駐⾞場有（２３０００円） コンビニ
１００ｍ スーパー⻄友４００ｍ■解約時室内清掃費：44,000円/⽉ ■保険等:要 2年
20,000円■賃貸保証:利⽤可 ⽇本セーフティ賃料５０％■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:事務所使⽤可,ペ
ット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(ペット飼育の場合は敷⾦２ヶ⽉分),ルームシェア可,
⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(23,000円/⽉)■バイク置場近有(3,000円/⽉)■駐輪場有(無料)■
クレジットカード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:⻄向き■特徴:２⾯採光,⾓部屋■設備
:Ｂ・Ｔ別,シャワー,洗⾯台,ガスコンロ可,収納スペース,照明器具,洗濯機置場,給湯,フ
ローリング,エアコン,バルコニー

東急多摩川線 ⽮⼝渡 徒歩5分

物件番号：69741040067

賃 料 137,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.27㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 8,500円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区多摩川２丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/1階部分■築年⽉:2022年09⽉ 新築■備考:東
京を中⼼に関東⼈気エリアの賃貸マンション・アパート情報が豊富！創業４３年 直営１２６店舗以上の 独⾃のネッ
トワークで最適なマンション・アパートをお探しします！お部屋探しからご契約までをオンラインで簡単にご対応でき
ます！『ひとを、まちを、もっと豊かに。』お部屋探しはタウンハウジング蒲⽥店までお問い合わせください。※詳細
につきましては正式図⾯をお取り寄せください。※ＺＥＨ−Ｍ対応へーベルメゾン■室内清掃費⽤：55,000円 My Conci
er会員：15,000円■保険等:要 2年18,400円■賃貸保証:加⼊要 賃貸保証料：０．５０ヶ⽉ 初回５０％・２年毎２０，
０００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 
⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■フリーレント:1ヶ⽉(要確認)■主要採光⾯:⻄向き■特
徴:外観タイル張り,⾓部屋,ＩＴ重説対応物件,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,シャワー,追焚機能,浴室暖房,浴室
乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝コンロ,システムキッチ
ン,グリル,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,床下収納,室内洗濯機置場,室内物⼲し,給湯,都市ガス,
フローリング,全居室フローリング,都市ガス給湯,床暖房,エアコン,エアコン２台以上,全居室エアコン,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,シャッター⾬⼾,⽕災警報器（報知機）,バル
コニー,宅配ＢＯＸ

東急多摩川線 ⽮⼝渡 徒歩9分

物件番号：10725451070

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 貸マンション

貸マンション 新築貸マンション



⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R4.12.14掲載

賃 料 138,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.87㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 8,500円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区多摩川２丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/1階部分■築年⽉:2022年09⽉ 新築■備考:東
京を中⼼に関東⼈気エリアの賃貸マンション・アパート情報が豊富！創業４３年 直営１２６店舗以上の 独⾃のネッ
トワークで最適なマンション・アパートをお探しします！お部屋探しからご契約までをオンラインで簡単にご対応でき
ます！『ひとを、まちを、もっと豊かに。』お部屋探しはタウンハウジング蒲⽥店までお問い合わせください。※詳細
につきましては正式図⾯をお取り寄せください。※ＺＥＨ−Ｍ対応へーベルメゾン■室内清掃費⽤：55,000円 My Conci
er会員：15,000円■保険等:要 2年18,400円■賃貸保証:加⼊要 賃貸保証料：０．５０ヶ⽉ 初回５０％・２年毎２０，
０００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 
⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■フリーレント:1ヶ⽉(要確認)■主要採光⾯:⻄向き■特
徴:２⾯採光,⾓部屋,ＩＴ重説対応物件,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,シャワー,追焚機能,浴室暖房,浴室乾燥機,
トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,２⼝コンロ,システムキッチン,グリ
ル,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,床下収納,室内洗濯機置場,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フロー
リング,全居室フローリング,都市ガス給湯,床暖房,エアコン,エアコン２台以上,全居室エアコン,ＢＳ端⼦,インターネット対
応,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,シャッター⾬⼾,⽕災警報器（
報知機）,バルコニー,宅配ＢＯＸ

東急多摩川線 ⽮⼝渡 徒歩9分

物件番号：10723350075

賃 料 94,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 37.12㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

ペット可 駐輪場有 ２⾯採光 駅チカ 広々 収納たっぷり

■所在地：東京都⼤⽥区東⽮⼝１丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/4階部分■築年⽉:1976年11
⽉■備考:エレベーターはないですが、⾼齢者の⽅ご相談下さい ペット可 追い炊き 駐輪場⾃転⾞
バイク停められます ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 原則賃料の５０％■鍵交換代等:有
 20,000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,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(⼤型⽝賃料９７００
０円 敷⾦２),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■バイク置場有(5,500円/⽉)■駐輪場有(330円/
⽉)■主要採光⾯:東向き■特徴:２⾯採光,最上階,ノンホルムアルデヒド,前⾯棟無,閑静な住宅街■設備:
Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,洗⾯台,ガスコンロ可,２⼝コンロ,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,洗濯機置場,エアコン,エアコン２台以上,全居室エアコン,ＣＡＴＶ,ＣＡＴＶイン
ターネット,⽕災警報器（報知機）,バルコニー

東急池上線 蓮沼 徒歩2分

物件番号：69765170095

賃 料 90,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 32.50㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

■所在地：東京都⼤⽥区上池台４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建/2
階部分■築年⽉:1979年01⽉■保険等:要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 
総賃料の５０％■契約期間:2年■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 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(⽝・猫は⼩型であれ
ば ２ 匹可),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■フリーレント:1ヶ
⽉■クレジットカード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:南⻄向き■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,洗⾯台,ガスコンロ付,収納スペース,クローゼット,シューズボ
ックス,照明器具,家電付,室内洗濯機置場,エアコン,バルコニー

東急池上線 ⻑原 徒歩10分

物件番号：69744143083

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 貸マンション

貸マンション


