
豊島区の多頭可賃貸情報：R5.1.17掲載

賃 料 86,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 28.08㎡
礼 ⾦ なし
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：東京都豊島区⻄巣鴨４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建/2階部分■築年⽉:2015年02⽉
■備考:ディンプルキー希望の際は２４２００円 短期解約違約⾦有※１年未満で賃料１ヵ⽉／敷⾦＋
１ヵ⽉でペット応相談※⼩型⽝・猫２匹迄※詳細問い合わせ■⼊居者サポート料：18,700円 ルーム
クリーニング代：55,000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 16,500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:居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談■主要採光⾯:北東向き■特
徴:⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,浴室乾燥機,トイレ,洗⾯所,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,室内洗濯機置場,洗濯機置場,フローリング,エアコン,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,防犯カメラ

都営三⽥線 ⻄巣鴨 徒歩3分

物件番号：10528326053

賃 料 110,500円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 25.70㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 実費 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都豊島区巣鴨１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:12階建/5階部分■築年⽉:2020年12⽉
■鍵交換･ｽﾍﾟｱｷｰ作成代：22,000円 Goodﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員（24Hｻﾎﾟｰﾄのみ）：8,800円 住宅総合保険(ﾌﾚｯｸｽ)
：18,000円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 エポス年払（ＦＩＳ保険）東京■鍵交換代等:有 22,000円
〜■契約期間:2年■⼊居可能時期:相談■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 
猫可(⼩型⽝1匹もしくは猫2匹)■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,シ
ャワー,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,収納スペース,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,給湯,都市ガス,出窓,フローリング,冷房,暖房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,
ダブルロックドア,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

ＪＲ⼭⼿線 巣鴨 徒歩2分

物件番号：10824417062

賃 料 111,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 30.31㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 7,000円/⽉

■所在地：東京都豊島区巣鴨４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/2階部分■築年⽉:2008年02⽉■
備考:※１年未満の解約で賃料１ヶ⽉分の違約⾦あり ※ペット飼育：敷⾦１ヵ⽉追加⽝・猫２匹迄：
体調５０ｃｍ・６ｋｇ以内 ※礼⾦ゼロキャンペーン中！期間についてはお問い合わせください ※指
定の保証会社加⼊で敷⾦１ヶ⽉。■駐輪場登録料：2,200円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 保証会社：
オリコフォレントインシュア※加⼊していただいた場合、敷⾦１ヵ⽉（緊急連絡先⼈必須）■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:相談■現況:空家■取引態
様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(制限あり・敷⾦追加１ヵ⽉),⼆⼈⼊居可■駐輪場有■設
備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収
納スペース,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,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

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩9分

物件番号：69722353021

賃 料 113,500円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 25.54㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区駒込６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/1階部分■築年⽉:2022年12⽉ 新築■備考:◆引越し業者指定（スター引越センター
） ※本物件南側道路は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。
緊急⾞両及びゴミ収集⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社
が運営するサービス「利回りくん」にも申込情報が登録されます。⼊居後、本登録を⾏う事ですぐにサービスを利⽤する事ができます。※本サービス
の登録は無料です。 ◆指定電⼒会社あり ◆ＳＹＬＡプレミアムクラブ加⼊（２４，２００円（税込）／２年間、更新時より２６，４００円（税込）
／２年間） ◆ペット２匹⽬：退去時クリーニング費⽤１１，０００円追加 ◆先⾏申込可 ◆引越し業者指定（スター引越センター） ※本物件南側道路
は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。緊急⾞両及びゴミ収集
⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社が運営するサービス「
利回りくん」にも■ＳＹＬＡプレミアムクラブ：24,200円 ペット２匹飼育時：追加清掃費⽤（退去時）：11,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:
加⼊要 クレディセゾン 初回保証料賃料等の４０％、以降１０，０００円／年◆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■契約期間:2年■⼊居可能時期:2023年1⽉下旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談,⼆⼈⼊居可■クレジット
カード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:デザイナーズ,分譲タイプ,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯
台,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,照明器…詳しくはお問い合わせください

ＪＲ⼭⼿線 駒込 徒歩10分

物件番号：10712147076

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 新築貸マンション



豊島区の多頭可賃貸情報：R5.1.17掲載

賃 料 114,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 25.54㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区駒込６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/2階部分■築年⽉:2022年12⽉ 新築■備考:◆引越し業者指定（スター引越センター
） ※本物件南側道路は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。
緊急⾞両及びゴミ収集⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社
が運営するサービス「利回りくん」にも申込情報が登録されます。⼊居後、本登録を⾏う事ですぐにサービスを利⽤する事ができます。※本サービス
の登録は無料です。 ◆指定電⼒会社あり ◆ＳＹＬＡプレミアムクラブ加⼊（２４，２００円（税込）／２年間、更新時より２６，４００円（税込）
／２年間） ◆ペット２匹⽬：退去時クリーニング費⽤１１，０００円追加 ◆先⾏申込可 ◆引越し業者指定（スター引越センター） ※本物件南側道路
は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。緊急⾞両及びゴミ収集
⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社が運営するサービス「
利回りくん」にも■ＳＹＬＡプレミアムクラブ：24,200円 ペット２匹飼育時：追加清掃費⽤（退去時）：11,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:
加⼊要 クレディセゾン 初回保証料賃料等の４０％、以降１０，０００円／年◆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■契約期間:2年■⼊居可能時期:2023年1⽉下旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談,⼆⼈⼊居可■クレジット
カード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:デザイナーズ,分譲タイプ,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯
台,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,照明器…詳しくはお問い合わせください

ＪＲ⼭⼿線 駒込 徒歩10分

物件番号：10712148076

賃 料 114,500円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 25.87㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 実費 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都豊島区巣鴨１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:12階建/1階部分■築年⽉:2020年12⽉
■鍵交換･ｽﾍﾟｱｷｰ作成代：22,000円 Goodﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員（24Hｻﾎﾟｰﾄのみ）：8,800円 住宅総合保険(ﾌﾚｯｸｽ)
：18,000円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 エポス年払（ＦＩＳ保険）東京■鍵交換代等:有 22,000円
〜■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 猫
可(⼩型⽝1匹もしくは猫2匹)■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,シャ
ワー,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,収納スペース,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,給湯,都市ガス,出窓,フローリング,冷房,暖房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無料,ダ
ブルロックドア,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

ＪＲ⼭⼿線 巣鴨 徒歩2分

物件番号：10823450062

賃 料 115,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 25.42㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区駒込６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/5階部分■築年⽉:2022年12⽉ 新築■備考:◆引越し業者指定（スター引越センター
） ※本物件南側道路は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。
緊急⾞両及びゴミ収集⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社
が運営するサービス「利回りくん」にも申込情報が登録されます。⼊居後、本登録を⾏う事ですぐにサービスを利⽤する事ができます。※本サービス
の登録は無料です。 ◆指定電⼒会社あり ◆ＳＹＬＡプレミアムクラブ加⼊（２４，２００円（税込）／２年間、更新時より２６，４００円（税込）
／２年間） ◆ペット２匹⽬：退去時クリーニング費⽤１１，０００円追加 ◆先⾏申込可 ◆引越し業者指定（スター引越センター） ※本物件南側道路
は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。緊急⾞両及びゴミ収集
⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社が運営するサービス「
利回りくん」にも■ＳＹＬＡプレミアムクラブ：24,200円 ペット２匹飼育時：追加清掃費⽤（退去時）：11,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:
加⼊要 クレディセゾン 初回保証料賃料等の４０％、以降１０，０００円／年◆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■契約期間:2年■⼊居可能時期:2023年1⽉下旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談,⼆⼈⼊居可■クレジット
カード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:デザイナーズ,分譲タイプ,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯
台,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,照明器…詳しくはお問い合わせください

ＪＲ⼭⼿線 駒込 徒歩10分

物件番号：10712150076

賃 料 115,500円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 27.87㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区駒込６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/1階部分■築年⽉:2022年12⽉ 新築■備考:◆引越し業者指定（スター引越センター
） ※本物件南側道路は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。
緊急⾞両及びゴミ収集⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社
が運営するサービス「利回りくん」にも申込情報が登録されます。⼊居後、本登録を⾏う事ですぐにサービスを利⽤する事ができます。※本サービス
の登録は無料です。 ◆指定電⼒会社あり ◆ＳＹＬＡプレミアムクラブ加⼊（２４，２００円（税込）／２年間、更新時より２６，４００円（税込）
／２年間） ◆ペット２匹⽬：退去時クリーニング費⽤１１，０００円追加 ◆先⾏申込可 ◆引越し業者指定（スター引越センター） ※本物件南側道路
は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。緊急⾞両及びゴミ収集
⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社が運営するサービス「
利回りくん」にも■ＳＹＬＡプレミアムクラブ：24,200円 ペット２匹飼育時：追加清掃費⽤（退去時）：11,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:
加⼊要 クレディセゾン 初回保証料賃料等の４０％、以降１０，０００円／年◆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■契約期間:2年■⼊居可能時期:2023年1⽉下旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談,⼆⼈⼊居可■クレジット
カード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:デザイナーズ,分譲タイプ■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯台,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,照明器具,室内…詳しくはお問い合わせください

ＪＲ⼭⼿線 駒込 徒歩10分

物件番号：10712151076

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

新築貸マンション 新築貸マンション



豊島区の多頭可賃貸情報：R5.1.17掲載

賃 料 116,500円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 27.87㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都豊島区駒込６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:2022年12⽉ 新築■備考:◆引越し業者指定（スター引越センター
） ※本物件南側道路は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。
緊急⾞両及びゴミ収集⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社
が運営するサービス「利回りくん」にも申込情報が登録されます。⼊居後、本登録を⾏う事ですぐにサービスを利⽤する事ができます。※本サービス
の登録は無料です。 ◆指定電⼒会社あり ◆ＳＹＬＡプレミアムクラブ加⼊（２４，２００円（税込）／２年間、更新時より２６，４００円（税込）
／２年間） ◆ペット２匹⽬：退去時クリーニング費⽤１１，０００円追加 ◆先⾏申込可 ◆引越し業者指定（スター引越センター） ※本物件南側道路
は平⽇ ⽉曜〜⼟曜 の １５：００ １８：００ 、⽇曜・祭⽇の １３：００ １８：００ は⾞両通⾏⽌めとなります。緊急⾞両及びゴミ収集
⾞を除く、バイク・⾃動⾞の通⾏が不可 ⾃転⾞は可能となるため、宅配物等が遅れる可能性があります。 ◆お申込時、当社が運営するサービス「
利回りくん」にも■ＳＹＬＡプレミアムクラブ：24,200円 ペット２匹飼育時：追加清掃費⽤（退去時）：11,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:
加⼊要 クレディセゾン 初回保証料賃料等の４０％、以降１０，０００円／年◆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■契約期間:2年■⼊居可能時期:2023年1⽉下旬予定■現況:未完成■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談,⼆⼈⼊居可■クレジット
カード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:デザイナーズ,分譲タイプ■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯台,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,照明器具,室内…詳しくはお問い合わせください

ＪＲ⼭⼿線 駒込 徒歩10分

物件番号：10712153076

賃 料 122,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 26.33㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 実費 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費6,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都豊島区巣鴨１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:11階建/7階部分■築年⽉:2020年11⽉
■鍵交換･ｽﾍﾟｱｷｰ作成代：22,000円 Goodﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員（24Hｻﾎﾟｰﾄのみ）：8,800円 住宅総合保険(ﾌﾚｯｸｽ)
：18,000円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 エポス年払（ＦＩＳ保険）東京■鍵交換代等:有 22,000円
〜■契約期間:2年■⼊居可能時期:相談■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 
猫可(⼩型⽝1匹もしくは猫2匹)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ
別,シャワー,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,収納スペース,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,給湯,都市ガス,出窓,フローリング,冷房,暖房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料無
料,ダブルロックドア,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

ＪＲ⼭⼿線 巣鴨 徒歩5分

物件番号：10824388062

賃 料 122,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 26.01㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 実費 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都豊島区巣鴨１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:12階建/8階部分■築年⽉:2020年12⽉
■鍵交換･ｽﾍﾟｱｷｰ作成代：22,000円 Goodﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員（24Hｻﾎﾟｰﾄのみ）：8,800円 住宅総合保険(ﾌﾚｯｸｽ)
：18,000円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 エポス年払（ＦＩＳ保険）東京■鍵交換代等:有 22,000円
〜■契約期間:2年■⼊居可能時期:相談■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 
猫可(⼩型⽝1匹もしくは猫2匹)■主要採光⾯:南東向き■特徴:⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,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,収納スペース,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,給湯,都市ガス,出窓,フローリング,冷房,暖房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料
無料,ダブルロックドア,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

ＪＲ⼭⼿線 巣鴨 徒歩2分

物件番号：10824389062

賃 料 123,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 26.01㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 実費 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都豊島区巣鴨１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:12階建/10階部分■築年⽉:2020年12⽉
■鍵交換･ｽﾍﾟｱｷｰ作成代：22,000円 Goodﾌﾟﾚﾐｱﾑ会員（24Hｻﾎﾟｰﾄのみ）：8,800円 住宅総合保険(ﾌﾚｯｸｽ)
：18,000円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 エポス年払（ＦＩＳ保険）東京■鍵交換代等:有 22,000円
〜■契約期間:2年■⼊居可能時期:相談■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 
猫可(⼩型⽝1匹もしくは猫2匹)■主要採光⾯:南東向き■特徴:⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,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,収納スペース,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,給湯,都市ガス,出窓,フローリング,冷房,暖房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,インターネット使⽤料
無料,ダブルロックドア,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

ＪＲ⼭⼿線 巣鴨 徒歩2分

物件番号：10824390062

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 貸マンション



豊島区の多頭可賃貸情報：R5.1.17掲載

賃 料 125,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 43.24㎡
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 雑費なし

■所在地：東京都豊島区東池袋２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:6階建/2階部分■築
年⽉:1982年05⽉■備考:●最初の更新をせずに解約の場合違約⾦：賃料１ヶ⽉分有り 
●テレビ、ＩＨコンロ、ウォシュレット機能は残置物です ●駐輪場：部屋の前のスペ
ース１世帯１台無料 ●ペット：礼⾦＋１ヶ⽉、敷⾦＋１ヶ⽉、敷引２ヶ⽉（敷引に原
状回復費含む。不⾜した場合は借主負担となります。）■保険等:要 2年■賃貸保証:
加⼊要 契約プランに基づく。■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 猫可(⿃可、１世帯
２匹まで、規約有り),⼆⼈⼊居可■主要採光⾯:南⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,収納スペー
ス,室内洗濯機置場,エアコン,エアコン２台以上,バルコニー,エレベーター

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩5分

物件番号：69779846078

賃 料 125,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 31.10㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
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：東京都豊島区東池袋２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:11階建/8階部分■築年⽉:2009年11
⽉■備考:■ペット飼育可 ⼩型⽝1匹か猫2匹／敷⾦ ■指定保証会社利⽤必須※⼀部法⼈契約除く・敷
⾦積み増し■鍵交換代：22,000円 清掃費：35,200円 エアコン清掃費：11,000円■保険等:要 1年8,400円
■賃貸保証:加⼊要 クレディセゾン 保証料：賃料等の40％(最低1.5万円)、2年⽬〜：0.7万円(法⼈は
⼀律3万)/年■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9⽇予定■現況:居住中■
取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(⼩型⽝1匹か猫2匹迄敷⾦2ヶ⽉)■主要採光⾯:北
⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,システムキッチン,ウォークインクローゼ
ット,給湯,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,モニタ付インターホン,
防犯カメラ,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩8分

物件番号：10808680022

賃 料 126,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 37.34㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉

■所在地：東京都豊島区⻑崎５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/1階部分■築年⽉:2022年01⽉■
備考:再契約型の定期借家です。■アクトコール：16,500円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 
初回保証料：賃料総額の３０％〜、⽉額保証料あり（詳細はお問い合わせください。）■契約期間:2
年■⼊居可能時期:相談■現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:喫煙不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２
匹まで相談可。敷⾦１ヶ⽉追加)■駐輪場有(300円/⽉)■特徴:外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,24時
間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,浴室暖房,浴室乾燥機,トイレ,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,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,ウ
ォークインクローゼット,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,
冷房,暖房,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,ダブルロックドア,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,⽕災警報器（報知機）,バ
ルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

⻄武池袋・豊島線 東⻑崎 徒歩5分

物件番号：69779099083

賃 料 126,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 31.10㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
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：東京都豊島区東池袋２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:11階建/11階部分■築年⽉:2009年11
⽉■備考:■ペット飼育可 ⼩型⽝1匹か猫2匹／敷⾦ ■指定保証会社利⽤必須※⼀部法⼈契約除く・敷
⾦１ヵ⽉積み増し■ペット飼育時敷⾦１ヶ⽉積増・使⽤細則等■鍵交換代：22,000円 清掃費：35,200
円 エアコン清掃費：11,000円■保険等:要 1年8,400円■賃貸保証:加⼊要 クレディセゾン 保証料：賃
料等の40％(最低1.5万円)、2年⽬〜：0.7万円(法⼈は⼀律3万)/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 猫可(⼩型⽝1匹か
猫2匹迄敷⾦2ヶ⽉)■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:最上階■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,浴室乾燥機,システ
ムキッチン,ウォークインクローゼット,給湯,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,モニタ付インターホン,防犯カメラ,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩8分

物件番号：10055509015

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

定期借家
貸マンション 貸マンション



豊島区の多頭可賃貸情報：R5.1.17掲載

賃 料 129,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 31.69㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費8,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都豊島区東池袋３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:13階建 地下1階/8階
部分■築年⽉:2009年06⽉■備考:■礼⾦０ヶ⽉■１年以内解約時違約⾦有 ■指定保証
会社利⽤必須※⼀部法⼈契約除く・敷⾦積み増し■鍵交換代：22,000円 清掃費：35,
200円 エアコン清掃費：11,000円■保険等:要 1年8,400円■賃貸保証:加⼊要 クレデ
ィセゾン 保証料：賃料等の40％(最低1.5万円)、2年⽬〜：0.7万円(法⼈は⼀律3万)/
年■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19⽇予定■現況:
居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(⼩型⽝1匹か猫2匹迄敷
⾦2ヶ⽉)■主要採光⾯:南⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,システムキ
ッチン,給湯,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,オートロック,モニ
タ付インターホン,防犯カメラ,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩11分

物件番号：10775843022

賃 料 132,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 30.24㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 10,000円/⽉

ペット２匹まで可 ⾓部屋

■所在地：東京都豊島区東池袋２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:10階建/2階部分■築年⽉:2016年06⽉■備考:三⽅⾓部
屋！ペット２匹まで可（ペット飼育時敷⾦２ヶ⽉、退去時１ヶ⽉償却） 短期解約違約⾦有（１年未満の解約で賃料１ヶ
⽉分）■退去時ルームクリーニング費⽤税別：60,000円 更新時事務⼿数料税別：5,000円 ２４時間サポート（リロレン
ト２４）税別：18,000円 契約時事務⼿数料 税別：10,000円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 初回保証料：
賃料＋管理費の４０％ 年間保証料：１０，０００円／年■鍵交換代等:有 25,000円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 
1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年2⽉下旬予定■現況:居住中 2023年02⽉04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(敷⾦２ヶ⽉（退去時１ヶ⽉償却）)■バイク置場有(12,000円/年)■駐輪場有(3,600円/年)■主要採光
⾯:東向き■特徴:全室２⾯採光,３⾯採光,デザイナーズ,外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ,⾓部屋■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,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,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,都市ガス,フローリング,全居室フローリング,エ
アコン,インターネット対応,光ファイバー,ダブルロックドア,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

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩6分

物件番号：69781709082

賃 料 142,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 40.00㎡
礼 ⾦ 1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：東京都豊島区池袋２丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:7階建/3階部分■築年⽉:1984年03⽉
■備考:掲載している間は募集中ですので電話にて確認は不要です。図⾯はインフォシートを利⽤し
てください。 名刺ｆａｘ後電話ください。 現状ついている照明器具は残地物扱いです。 ⾃転⾞は⽞
関前に駐輪となります。エレベータに乗らないものは不可です。■２４時間サポート：19,800円 事
務⼿数料：16,500円 書類作成代：16,500円■⼝座振替⼿数料：550円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃
貸保証:加⼊要 総賃料５０％〜■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:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(敷１積増、退去時
償却、２匹まで)■駐輪場有(1,000円/⽉)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:２⾯採光,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,
温⽔洗浄便座,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,室内洗濯機置場,都市ガス,エアコン２台以上,イ
ンターネット対応,モニタ付インターホン,バルコニー,エレベーター

ＪＲ⼭⼿線 池袋 徒歩5分

物件番号：69778891012

賃 料 142,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 30.28㎡
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 共益費なし 雑費なし

ペット２匹まで相談可 充実設備と安⼼のセキュリティ

■所在地：東京都豊島区東池袋２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:10階建/9階部分■築年⽉:2016年06⽉■備考:ペット飼
育相談可（２匹まで・償却敷⾦１ケ⽉追加要）  短期解約違約⾦有（１年未満の解約で賃料１ヶ⽉分）■退去時室内清
掃代税別：60,000円 更新時事務⼿数料税別：5,000円 ２４時間サポート（リロレント２４、２年分）税別：18,000円 契
約事務⼿数料 税別：10,000円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 初回保証料：賃料＋管理費の４０％ 年間
保証料：１年毎に１０，０００円■鍵交換代等:有 25,000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:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹（償却敷⾦１ヶ⽉要）)■バイク置場有(12,000
円/年)■駐輪場有(3,600円/年)■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:２⾯採光,外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ,⾓
部屋■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,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,クローゼット,
シューズボックス,照明器具,⼈感センサー付照明,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,都市ガス給
湯,エアコン,インターネット対応,ダブルロックドア,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

ＪＲ⼭⼿線 ⼤塚 徒歩6分

物件番号：69779327011

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


