
北区の多頭可賃貸情報：R5.1.31掲載

賃 料 90,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 29.68㎡
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

■所在地：東京都北区神⾕３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/2階部分■築年⽉:2015年09⽉■備考:部屋ＩＤ：０２
５０２（空き確認は⾳声ガイダンスでお願いします。内⾒と申込はイタンジＢＢ【ぶっかくん】のＷＥＢサイトよりお
願いします） ペットを買う場合：礼⾦１ヶ⽉追加（償却）・賃料１匹３０００円ＵＰ、２匹５０００円ＵＰ） ■保険等:
要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 エポス：初回賃料等の４０％、⽉額保証料は賃料等の１．２％  全保連（保証⼈有
無）初回賃料等の５０％、１年毎に１０，０００円の更新料■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⽉下旬予定■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可(礼⾦・賃料
変動有（図⾯参照）),⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■バイク置場有(5,500円/⽉)■駐輪場有(550円/⽉)■クレジットカード決済
:初期費⽤可 賃料可 条件等(エポスの保証会社利⽤の⽅のみ、初期費⽤（賃料）をエポスでのクレジット決済可能（エ
ポスのクレジットカードがなくてもご利⽤できます）)■特徴:２⾯採光,デザイナーズ,⾓部屋,外壁コンクリート■設備:Ｂ
・Ｔ別,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,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,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,複層ガラス,全居室フローリン
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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ京浜東北・根岸線 東⼗条 徒歩10分

物件番号：69777506083

賃 料 92,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 29.68㎡
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

■所在地：東京都北区神⾕３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/4階部分■築年⽉:2015年09⽉■備考:部屋ＩＤ：０２
５１０（空き確認は⾳声ガイダンスでお願いします。内⾒と申込はイタンジＢＢ【ぶっかくん】のＷＥＢサイトよりお
願いします） ペットを買う場合：礼⾦１ヶ⽉追加（償却）・賃料１匹３０００円ＵＰ、２匹５０００円ＵＰ） ■保険等:
要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 エポス：初回賃料等の４０％、⽉額保証料は賃料等の１．２％  全保連（保証⼈有
無）初回賃料等の５０％、１年毎に１０，０００円の更新料■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3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 ⼩型⽝可(礼⾦・賃料
変動有（図⾯参照）),⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■バイク置場有(5,500円/⽉)■駐輪場有(550円/⽉)■クレジットカード決済
:初期費⽤可 賃料可 条件等(エポスの保証会社利⽤の⽅のみ、初期費⽤（賃料）をエポスでのクレジット決済可能（エ
ポスのクレジットカードがなくてもご利⽤できます）)■特徴:２⾯採光,デザイナーズ,⾓部屋,外壁コンクリート■設備:Ｂ
・Ｔ別,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,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,シューズボックス,室内洗濯機置場,都市ガス,複層ガラス,全居室フローリン
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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ京浜東北・根岸線 東⼗条 徒歩10分

物件番号：69780460027

賃 料 82,500円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.37㎡
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：東京都北区昭和町１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建/3階部分■築年⽉:2020年06⽉■
備考:駐輪場等建物共⽤設備に関しては建物管理会社（㈱オールクリエイション ０３−６２６２−
１６８５）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）：49,500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:相談■現況:居住中 2023年03⽉14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:北向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,トイレ,洗⾯
所独⽴,ガスコンロ付,２⼝コンロ,システムキッチン,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,給湯,都市ガス,フローリング,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,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ東北本線 尾久 徒歩4分

物件番号：69782648046

賃 料 102,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 25.92㎡
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：東京都北区滝野川７丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:15階建/7階部分■築年⽉:2018年09⽉
■鍵交換代：22,000円 清掃費：33,000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 オリコフォレントインシュア 保証料：賃料等の40％(最低2万)、⽉次保証料：賃料等の1％(
更新料無)■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年3⽉1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)■フリーレント:1ヶ
⽉(フリーレント1ヶ⽉！※２年未満解約違約⾦)■主要採光⾯:北⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座
,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,システムキッチン,ウォークインクローゼット,シューズボックス,
洗濯機置場,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,ダブルロックドア,オ
ートロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,エレベーター２基以上,宅配ＢＯＸ

都営三⽥線 ⻄巣鴨 徒歩6分

物件番号：10978553032

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



北区の多頭可賃貸情報：R5.1.31掲載

賃 料 105,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 25.92㎡
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：東京都北区滝野川７丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:15階建/10階部分■築年⽉:2018年09⽉
■備考:■礼⾦0ヶ⽉■1年以内解約時違約⾦有 保証会社利⽤必須※⼀部法⼈契約は除く・敷⾦積増（
詳細確認）■ペット飼育時敷⾦1ヶ⽉積増・使⽤細則遵守■鍵交換代：22,000円 清掃費：33,000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 オリコフォレントインシュア 保
証料：賃料等の40％(最低2万)、⽉次保証料：賃料等の1％(更新料無)■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26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,温⽔洗浄便座,シャ
ワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,システムキッチン,ウォークインクローゼット,シューズボックス,洗濯
機置場,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,ダブルロックドア,オート
ロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,エレベーター２基以上,宅配ＢＯＸ

都営三⽥線 ⻄巣鴨 徒歩6分

物件番号：10978556032

賃 料 106,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 25.56㎡
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：東京都北区滝野川７丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:15階建/12階部分■築年⽉:2018年09⽉
■備考:礼⾦０ヶ⽉■１年以内解約時違約⾦有 保証会社利⽤必須※⼀部法⼈契約は除く・敷⾦積増（
詳細確認）■ペット飼育時敷⾦1ヶ⽉積増・使⽤細則遵守■鍵交換代：22,000円 清掃費：33,000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 オリコフォレントインシュア 保
証料：賃料等の40％(最低2万)、⽉次保証料：賃料等の1％(更新料無)■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8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,温⽔洗浄便座,シャワ
ー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,システムキッチン,ウォークインクローゼット,シューズボックス,洗濯機
置場,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,ダブルロックドア,オートロ
ック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,エレベーター２基以上,宅配ＢＯＸ

都営三⽥線 ⻄巣鴨 徒歩6分

物件番号：10978544032

賃 料 109,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 25.56㎡
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：東京都北区滝野川７丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:15階建/14階部分■築年⽉:2018年09⽉
■鍵交換代：22,000円 清掃費：33,000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 オリコフォレントインシュア 保証料：賃料等の40％(最低2万)、⽉次保証料：賃料等の1％(
更新料無)■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8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)■フリーレント:1ヶ
⽉■主要採光⾯:北⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,システム
キッチン,ウォークインクローゼット,シューズボックス,洗濯機置場,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ
端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,ダブルロックドア,オートロック,モニタ付インターホン,ディンプ
ルキー,防犯カメラ,エレベーター２基以上,宅配ＢＯＸ

都営三⽥線 ⻄巣鴨 徒歩6分

物件番号：10978546032

賃 料 109,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 25.92㎡
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：東京都北区滝野川７丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:15階建/14階部分■築年⽉:2018年09⽉
■備考:■礼⾦0ヶ⽉■1年以内解約時違約⾦有 保証会社利⽤必須※⼀部法⼈契約は除く・敷⾦積増（
詳細確認）■ペット飼育時敷⾦1ヶ⽉積増・使⽤細則遵守■鍵交換代：22,000円 清掃費：33,000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 オリコフォレントインシュア 保
証料：賃料等の40％(最低2万)、⽉次保証料：賃料等の1％(更新料無)■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16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)■フリーレント:1ヶ⽉■主要採光⾯:北⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ
別,温⽔洗浄便座,シャワー付洗⾯化粧台,洗⾯所独⽴,システムキッチン,ウォークインクローゼット,シ
ューズボックス,洗濯機置場,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,ダブ
ルロックドア,オートロック,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,エレベーター２基以
上,宅配ＢＯＸ

都営三⽥線 ⻄巣鴨 徒歩6分

物件番号：10978559032

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



北区の多頭可賃貸情報：R5.1.31掲載

賃 料 109,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 29.78㎡
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

庭付きで開放感あります！ ペット２匹まで飼育可！

■所在地：東京都北区⽥端１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:2階建/1階部分■築年⽉:1966年05⽉■備
考:１年以内の解約は違約⾦有。保証会社加⼊の場合は、敷⾦１ヶ⽉減額可。■⾃転⾞登録料（初回
）：2,160円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:利⽤可 保証会社利⽤の場合、敷⾦１ヵ⽉減額可、初
回保証料：賃料総額の５０％■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1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 ⼩型⽝可 猫可(
２匹まで飼育可),⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■クレジットカード決済:その他可(仲介⼿数料のみ利⽤
可)■主要採光⾯:南東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,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,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,ＣＡＴＶ,ダブルロックドア,テラス,庭

ＪＲ⼭⼿線 ⻄⽇暮⾥ 徒歩5分

物件番号：69740222006

賃 料 99,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.99㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/1階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリ
ング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777606035

賃 料 100,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.57㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/1階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリ
ング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777605091

賃 料 100,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 26.31㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/1階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,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,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777606064

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 新築貸マンション

新築貸マンション 新築貸マンション



北区の多頭可賃貸情報：R5.1.31掲載

賃 料 101,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.99㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/2階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリ
ング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777611088

賃 料 102,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.57㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/2階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,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,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777607047

賃 料 102,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.99㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリ
ング,エアコン,ＣＳ,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777615041

賃 料 104,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.99㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/4階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリ
ング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777620074

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



北区の多頭可賃貸情報：R5.1.31掲載

賃 料 105,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.57㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/4階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリ
ング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777620034

賃 料 105,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.99㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費12,000円/⽉

■所在地：東京都北区⽥端２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/5階部分■築年⽉:2022年07⽉ 新築
■預かりクリーニング費⽤：51,700円■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 【全保連株式会社】
初回賃料等の５０％・更新時１０，０００円／年・⼝座振替⼿数料１５０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:喫煙不可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝
可(⼩型⽝２匹⼜は中型⽝１匹まで)■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,浴室暖房,浴室乾燥機,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,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,室内物⼲し,給湯,都市ガス,フローリ
ング,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,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）,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ⼭⼿線 ⽥端 徒歩8分

物件番号：69777622029

賃 料 137,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.87㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉

☆★ペット飼育可能物件★☆ 敷⾦０ヶ⽉・礼⾦０ヶ⽉

■所在地：東京都北区中⼗条４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/10階部分■築年⽉:2008年03⽉
■備考:※法⼈契約は敷⾦１ヶ⽉・礼⾦１ヶ⽉です。 ※最新図⾯を必ず取り寄せください。 ※敷⾦・
礼⾦等各条件については詳細を必ずご確認ください。 ■保険等:要 2年■賃貸保証:利⽤可 クレディセ
ゾン／エポスカード／アイ・シンクレント／オリコフォレントインシュア／新⽇本信⽤保証■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:空家■取引態
様:媒介■⼊居条件: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 猫可(２匹／礼⾦１
ヶ⽉上乗せ),⼆⼈⼊居可■駐⾞場空無■バイク置場空無■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:北⻄向き■特
徴:外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,洗⾯
所独⽴,２⼝コンロ,ＩＨクッキングヒーター,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,都市ガス,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,ＭＭコンセント,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,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ京浜東北・根岸線 東⼗条 徒歩6分

物件番号：69777516016

賃 料 140,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.80㎡
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10,000円/⽉

☆★ペット飼育可能物件★☆

■所在地：東京都北区中⼗条４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/14階部分■築年⽉:2008年03⽉
■備考:※最新図⾯を必ず取り寄せください。 ※敷⾦・礼⾦等各条件については詳細を必ずご確認く
ださい。 ■保険等:要■賃貸保証:利⽤可 クレディセゾン／エポスカード／アイ・シンクレント／オリ
コフォレントインシュア／新⽇本信⽤保証■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: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 猫可(２匹／礼⾦１ヶ⽉上乗せ),⼆⼈⼊居可■駐⾞場空無■バイク置
場空無■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:北東向き■特徴:外観タイル張り,常時ゴミ出し可能■設備:Ｂ・
Ｔ別,追焚機能,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,２⼝コンロ,ＩＨクッキングヒータ
ー,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,都市ガス,フロー
リング,全居室フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,ＭＭコンセント,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

ＪＲ京浜東北・根岸線 東⼗条 徒歩6分

物件番号：69702300056

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

貸マンション 貸マンション


