
渋⾕区の多頭可賃貸情報：R5.1.9掲載

賃 料 96,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 28.12㎡
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

ペットちゃん２匹まで相談可能！ ゆったりの１２畳＋キッチン！！

■所在地：東京都渋⾕区幡ヶ⾕２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/6階部分■築
年⽉:1971年11⽉■備考:⼈気の渋⾕アドレス！■⼝座振替：550円/⽉ クラシード２
４：16,500円/⽉ ■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:加⼊要 初回賃料などの６０％
・１年ごと１万円■鍵交換代等:有 16,500円〜■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:SOHO使⽤可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹
まで。礼⾦敷⾦は各２か⽉),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■特徴:⾓部屋,閑
静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯台,ガスコンロ付,２⼝コンロ,独⽴型
キッチン,収納スペース,クローゼット,シューズボックス,洗濯機置場,給湯,都市ガス,全
居室フローリング,都市ガス給湯,エアコン,光ファイバー,⽕災警報器（報知機）,バル
コニー,エレベーター

京王線 笹塚 徒歩8分

物件番号：69779453073

賃 料 125,500円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 33.35㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 15,000円/⽉

ネット無料 空き確イタンジ ペット飼育可（多頭飼いＯＫ）

■所在地：東京都渋⾕区笹塚２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:15階建/6階部分■築年⽉:2020年01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。■ルームクリー
ニング代：33,000円■保険等:要 1年10,000円■賃貸保証:利⽤可 ルームバンクインシュア 初回保証料
：⽉額費⽤の５０％〜（ペット飼育の場合６０％） 保証更新料：１年毎に１万円 ⼝座振替⼿数
料：２２０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3⽉下旬予定■現況:居
住中 2023年02⽉06⽇退去予定■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼤型⽝可(保証会社必須。多
頭飼い相談。),⼆⼈⼊居可■バイク置場有■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: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,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,室内洗濯機置場,都市ガス,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

京王線 代⽥橋 徒歩5分

物件番号：69779377023

賃 料 130,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 33.35㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 15,000円/⽉

空き確イタンジ

■所在地：東京都渋⾕区笹塚２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:15階建/15階部分■築年⽉:2020年01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：33,000円■保険等:要 1年10,
000円■賃貸保証:加⼊要 ルームバンクインシュア 初回保証料：⽉額費⽤総額５０％〜（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：２２０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⽉上旬予定■現況:居住中 2023年01⽉21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(保証会社必須。保証⾦＋１償却),⼆⼈⼊居可
■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ,最上階■
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,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,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

京王線 代⽥橋 徒歩5分

物件番号：69778167019

賃 料 133,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 32.67㎡
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：東京都渋⾕区千駄ヶ⾕３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建 地下1階/1階部分■築年⽉:2
005年02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・敷⾦積増（詳細確認）■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／敷⾦2ヶ⽉),⼆⼈⼊居可■駐⾞
場有(49,500円/⽉)■主要採光⾯:南⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,温⽔洗浄便座,システム
キッチン,グリル,給湯,フローリング,エアコン,ＢＳ端⼦,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 原宿 徒歩4分

物件番号：10141352021

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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渋⾕区の多頭可賃貸情報：R5.1.9掲載

賃 料 134,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.30㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉

■所在地：東京都渋⾕区代々⽊４丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:5階建/
4階部分■築年⽉:1969年07⽉■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要
初回保証料：総賃料の５０％■契約期間:3年■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,SOHO使⽤不可,喫煙不可,楽
器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹まで相談可),保証⼈不要■特徴:⾓部
屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,クローゼット,シューズボックス,室内洗
濯機置場,室内物⼲し,都市ガス給湯,エアコン,宅配ＢＯＸ

京王線 初台 徒歩5分

物件番号：69770305047

賃 料 134,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.30㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉

■所在地：東京都渋⾕区代々⽊４丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:5階建/
4階部分■築年⽉:1969年07⽉■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要
初回保証料：総賃料の５０％■契約期間:3年■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,SOHO使⽤不可,喫煙不可,楽
器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹まで相談可),保証⼈不要■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,トイレ,クローゼット,シューズボックス,室内洗濯機置場,室内
物⼲し,都市ガス給湯,エアコン,宅配ＢＯＸ

京王線 初台 徒歩5分

物件番号：69770306045

賃 料 135,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 30.34㎡
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15,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建 地下1階/12階部分■築年
⽉:2005年02⽉■備考:■インターネット無料(指定有)■礼⾦０ヶ ■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：33,000円 清掃費：35,200円 エアコン清掃費：27,500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1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／敷⾦2ヶ⽉)■主
要採光⾯:北⻄向き■特徴:オール電化■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座,システムキッチン,給湯,フローリ
ング,ビルトインエアコン,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

東京メトロ副都⼼線 北参道 徒歩3分

物件番号：10051979015

賃 料 135,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 30.42㎡
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15,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建 地下1階/1
4階部分■築年⽉:2005年02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・敷⾦積増■ペット飼育時敷⾦１ヶ⽉増※要使⽤細
則遵守■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／敷⾦2ヶ⽉)■主要採光⾯:北⻄向き■特徴:⾓部屋,最
上階,オール電化■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座,システムキッチン,給湯,フローリング,
ビルトインエアコン,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

東京メトロ副都⼼線 北参道 徒歩3分

物件番号：10336541017

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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渋⾕区の多頭可賃貸情報：R5.1.9掲載

賃 料 135,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.30㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉

■所在地：東京都渋⾕区代々⽊４丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:5階建/
2階部分■築年⽉:1969年07⽉■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要
初回保証料：総賃料の５０％■契約期間:3年■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,SOHO使⽤不可,喫煙不可,楽
器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹まで相談可),保証⼈不要■主要採光
⾯:南⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,温⽔洗浄便座,３⼝以上コンロ
,グリル,クローゼット,シューズボックス,室内洗濯機置場,室内物⼲し,都市ガ
ス給湯,エアコン,宅配ＢＯＸ

京王線 初台 徒歩5分

物件番号：69770300031

賃 料 135,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.30㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉

■所在地：東京都渋⾕区代々⽊４丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:5階建/
3階部分■築年⽉:1969年07⽉■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要
初回保証料：総賃料の５０％■契約期間:3年■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,SOHO使⽤不可,喫煙不可,楽
器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹まで相談可),保証⼈不要■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,トイレ,温⽔洗浄便座,２⼝コンロ,クローゼット,シューズボッ
クス,室内洗濯機置場,室内物⼲し,都市ガス給湯,エアコン,モニタ付インター
ホン,宅配ＢＯＸ

京王線 初台 徒歩5分

物件番号：69770303074

賃 料 136,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 30.76㎡
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：東京都渋⾕区千駄ヶ⾕３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建 地下1階/4階部分■築年⽉:2
005年02⽉■備考:■礼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■ペット飼育時敷⾦１ヶ⽉積増※要使⽤細則遵守■■鍵交換代：22,000円 清掃費：3
5,200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／敷⾦2ヶ⽉)■主要採光⾯:南⻄向き■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,温⽔洗浄便座,シ
ステムキッチン,グリル,給湯,全居室フローリング,エアコン,ＢＳ端⼦,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 原宿 徒歩4分

物件番号：10309899018

賃 料 137,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 30.34㎡
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15,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建 地下1階/1
0階部分■築年⽉:2005年02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・敷⾦積増■ペット飼育時敷⾦１ヶ⽉増※要使⽤細
則遵守■免震構造■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1⽉11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／敷⾦2ヶ⽉)■主要採光
⾯:北⻄向き■特徴:オール電化■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座,システムキッチン,給湯,
フローリング,ビルトインエアコン,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

東京メトロ副都⼼線 北参道 徒歩3分

物件番号：10998477032

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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渋⾕区の多頭可賃貸情報：R5.1.9掲載

賃 料 139,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 30.98㎡
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

落ち着きのある、良好な住環境！ 近隣に⼤型スーパーあり！

■所在地：東京都渋⾕区⻄原１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/4階部分■築年⽉:2020年11⽉■備考:退去予告２か
⽉前。保証会社加⼊必須。くらしーど２４必須。 ペット飼育可（要事前申請。⼩型⽝、計２匹迄可。猫は不可。成⻑時
の体重５ｋｇ以下。室内以外は抱きかかえ る事。飼育の場合、家賃プラス３，０００円。礼⾦は１匹につき＋１か⽉・
）  更新料：新賃料の１か⽉＋事務⼿数料１０，０００円（税別）。駐輪場使⽤は、１住⼾１台まで（屋根なし・⽉額
３００円）。 鍵交換：税込２４，０００円（交換は任意）。■くらしーど２４（２年更新）：16,500円■保険等:要 2年
18,000円■賃貸保証:加⼊要 ナップ賃貸保証：（初回）賃料総額５０％・（年毎）１万円・（収納代⾏⼿数料）税別５０
０円■鍵交換代等:有 24,000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:楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可(２匹迄。成⻑時体重５ｋｇ以下。),⼆⼈⼊居可■駐輪場空無■主要採光⾯:
南⻄向き■特徴:２⾯採光,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,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,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,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,全居室フ
ローリング,エアコン２台以上,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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

京王線 幡ヶ⾕ 徒歩9分

物件番号：69776821094

賃 料 140,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 29.16㎡
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8,000円/⽉

■所在地：東京都渋⾕区代々⽊４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/1階部分■築年⽉:2022年11⽉ 新築■室内クリー
ニング代：30,800円 エアコンクリーニング代 １台：11,000円 便座ノズル交換代：2,750円■保険等:要 2年18,000円■
賃貸保証:加⼊要 初回保証料 総賃料の５０％ 年間保証料 １２０００円 多⾔語コールセンター付きプランの場合は
初回保証料 総賃料の８０％ 年間保証料 １２０００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(１５Ｋｇ以内の中型⽝まで２匹)■バイク置場有(7,700
円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:２⾯採光,デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム,ＩＴ重説対応物
件■設備:Ｂ・Ｔ別,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,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,都市ガス給湯,冷房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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,専⽤庭,エレベーター,宅配ＢＯＸ

⼩⽥急⼩⽥原線 参宮橋 徒歩6分

物件番号：69778124069

賃 料 147,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 28.77㎡
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8,000円/⽉

■所在地：東京都渋⾕区代々⽊４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2022年11⽉ 新築■室内クリー
ニング代：30,800円 エアコンクリーニング代 １台：11,000円 便座ノズル交換代：2,750円■保険等:要 2年18,000円■
賃貸保証:加⼊要 初回保証料 総賃料の５０％ 年間保証料 １２０００円 多⾔語コールセンター付きプランの場合は
初回保証料 総賃料の８０％ 年間保証料 １２０００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(１５Ｋｇ以内の中型⽝まで２匹)■バイク置場有(7,700
円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:東向き■特徴:２⾯採光,デザイナーズ,⾓部屋,24時間換気システム,ＩＴ重説対応物
件■設備:Ｂ・Ｔ別,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,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,都市ガス給湯,冷房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

⼩⽥急⼩⽥原線 参宮橋 徒歩6分

物件番号：69778125053

賃 料 148,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 35.35㎡
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15,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都渋⾕区千駄ヶ⾕４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建 地下1階/8
階部分■築年⽉:2005年02⽉■備考:■インターネット無料■礼⾦０ヶ⽉■1年以 ■指
定保証会社利⽤必須※⼀部法⼈契約除く・敷⾦積み増し■ペット飼育時敷⾦１ヶ⽉増
※要使⽤細則遵守■ド■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1⽉17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／敷⾦2ヶ⽉)■主要
採光⾯:北東向き■特徴:オール電化■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座,システムキッチン,
給湯,フローリング,ビルトインエアコン,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

東京メトロ副都⼼線 北参道 徒歩3分

物件番号：10495151024

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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