
豊島区の⼤型⽝可賃貸情報：R5.1.17掲載

賃 料 87,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 35.00㎡
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 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区⻑崎５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:1979年05⽉■
備考:外国籍の⽅ご相談出来ます。 事務所使⽤相談可（条件変更有り）エアコン残置物。エレベータ
ー無し。■書類作成費：16,500円 くらしーど２４：16,500円■⼝座引落しサービス：1,650円/⽉ ■保
険等:要 2年20,500円■賃貸保証:加⼊要 総額賃料の５０％〜１５０％■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: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,喫煙可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(敷⾦１ヵ⽉増し（償却）),ルー
ムシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐輪場有(無料)■特徴:２⾯採光,３⾯採光,外観タイル張り,⾓部屋
■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,２⼝コンロ,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,インターネット対応,バル
コニー

⻄武池袋・豊島線 東⻑崎 徒歩4分

物件番号：69751531011

賃 料 88,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 35.00㎡
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 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区⻑崎５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:1979年05⽉■
備考:外国籍の⽅ご相談出来ます。 事務所使⽤相談可（条件変更有り）エアコン残置物。エレベータ
ー無し。■書類作成費：16,500円 くらしーど２４：16,500円■⼝座引落しサービス：16,500円/⽉ ■保
険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 総賃料の５０〜１００％■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: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(敷⾦１ヵ⽉増し（償却）),ルームシェア可,
⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐輪場有(無料)■特徴:２⾯採光,３⾯採光,外観タイル張り,⾓部屋■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,２⼝コンロ,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,フローリング,バルコニー,２⾯バルコニー

⻄武池袋・豊島線 東⻑崎 徒歩3分

物件番号：69774034082

賃 料 89,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 35.00㎡
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 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区⻑崎５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/2階部分■築年⽉:1979年05⽉■
備考:外国籍の⽅ご相談出来ます。 事務所使⽤相談可（条件変更有り）エアコン残置物。エレベータ
ー無し。■書類作成費：16,500円 くらしーど２４：16,500円■⼝座引落しサービス：16,500円/⽉ ■保
険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 総賃料の５０〜１００％■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: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(敷⾦１ヵ⽉増し（償却）),ルームシェア可,
⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐輪場有(無料)■特徴:２⾯採光,３⾯採光,外観タイル張り,⾓部屋■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,２⼝コンロ,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,フローリング,バルコニー,２⾯バルコニー

⻄武池袋・豊島線 東⻑崎 徒歩3分

物件番号：69774035025

賃 料 89,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 37.23㎡
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 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区⻑崎５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/2階部分■築年⽉:1979年05⽉■
備考:外国籍の⽅ご相談出来ます。 事務所使⽤相談可（条件変更有り） ２４時間サービス家賃引落 エ
レベーター無し。 ペット可 （敷⾦＋１ケ⽉ 償却） エアコンは残置物となります。■書類作成費
：16,500円 くらしーど２４：16,500円■家賃引き落としサービス：1,650円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円
■賃貸保証:加⼊要 総賃料の５０〜１５０％■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: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,喫煙可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(敷⾦１ヵ⽉増し（償却）),ルームシェア可,⼆⼈⼊居
可,⾼齢者相談■駐輪場有■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,トイレ,洗
⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,２⼝コンロ,グリル,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,給湯,都市ガス,フローリング,インターネット対応,バルコニー,２⾯バル
コニー

⻄武池袋・豊島線 東⻑崎 徒歩5分

物件番号：69779892049

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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豊島区の⼤型⽝可賃貸情報：R5.1.17掲載

賃 料 109,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 31.47㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 13,000円/⽉

■所在地：東京都豊島区東池袋２丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:14階建/4階部分■築年⽉:2006年1
0⽉■備考:※礼ゼロキャンペーン中 ※１年未満の解約で違約⾦１ヵ⽉ ※⼊居者専⽤ペットサービス
：シャンプー、ネイルカット、イヤークリーニング（実施⽇：４⽇／⽉、事前予約制、１住⼾につ
き⽉１回、１匹のみ対象）■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 貸主指定の保証会社に加⼊していただきま
す（要緊急連絡先）。未加⼊の場合、敷⾦が２ヶ⽉になります。■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: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(サイズ相談、敷⾦１ヶ⽉追加)■駐⾞場有(30,800円/⽉)■バイク置場有(2
,200円/⽉)■特徴:２⾯採光,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,トイレ,洗⾯台,ＩＨクッキングヒーター,収納スペー
ス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,フローリング,エアコン,バルコニー,エレベーター

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩8分

物件番号：69781880003

賃 料 119,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 36.13㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 6,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区要町１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:13階建/5階部分■築年⽉:2006年09⽉
■備考:下町感があり静かな環境追焚・１２１６バス（Ｃ・Ｄタイプ）⼩型⽝・猫１匹飼育可（敷⾦
１ヶ⽉追加）■鍵発⾏⼿数料：16,500円■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 （初回保証料）賃
料等の２０％、以後１年毎に１０，０００円、⼝振⼿数料毎⽉２２０円（税込）。（法⼈・個■契
約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年1⽉下旬予定■現況:空家■取引態様:媒介■⼊
居条件:楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(１匹まで ⼩型⽝（ペット飼育は),保証⼈要■駐
⾞場空無■主要採光⾯:⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,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,室内洗濯機置場,都市ガス,フローリング,全居室フローリン
グ,エアコン,全居室エアコン,ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファイバー,オートロック,エレベーター,
宅配ＢＯＸ

東京メトロ有楽町線 要町 徒歩2分

物件番号：10623672076

賃 料 123,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 36.13㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 6,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区要町１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:13階建/9階部分■築年⽉:2006年09⽉
■備考:下町感があり静かな環境追焚・１２１６バス（Ｃ・Ｄタイプ）⼩型⽝・猫１匹飼育可（敷⾦
１ヶ⽉追加） 下町感があり静かな環境 追焚・１２１６バス（Ｃ・Ｄタイプ） ⼩型⽝・猫１匹飼
育可（敷⾦１ヶ⽉追加）■鍵発⾏⼿数料：16,500円■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 （初回
保証料）賃料等の２０％、以後１年毎に１０，０００円、⼝振⼿数料毎⽉２２０円（税込）。（法
⼈・個■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:事務所使⽤不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(１匹まで ⼩型⽝（ペット飼育は)
,保証⼈要■駐⾞場空無■主要採光⾯:⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,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,シューズボックス,照明器具,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,全居室エアコン,ＣＡＴＶ,インターネット
対応,光ファイバー,オートロック,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東京メトロ有楽町線 要町 徒歩2分

物件番号：10982657023

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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