
江東区の多頭可賃貸情報：R5.2.1掲載

賃 料 96,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 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：東京都江東区枝川１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建/2階部分■築年
⽉:2009年03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：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 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3⽉10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,温⽔洗浄便座,システムキッチン,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

東京メトロ有楽町線 豊洲 徒歩10分

物件番号：10930265032

賃 料 142,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 39.57㎡
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：東京都江東区枝川１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建/8階部分■築年⽉:2009年03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※⼤⼿法⼈契約除・敷⾦積増（詳
細確認）■ペット飼育敷⾦１ヶ⽉積増※使⽤細則等遵守■鍵交換代：22,000円 清掃費：35,200円 エア
コン清掃費：22,000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4
0％(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28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:南東向き■特徴:⾓部屋,最上階■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便
座,システムキッチン,給湯,全居室フローリング,エアコン２台以上,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

東京メトロ有楽町線 豊洲 徒歩10分

物件番号：10257178029

賃 料 85,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 26.21㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却 なし 
保証⾦ 1ヶ⽉

管理費等 なし 共益費15,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江東区扇橋１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/3階部分■築年⽉:2013年10⽉■
備考:アクセス２４ １２，０００円（税別・初回のみ）■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 
全保連■鍵交換代等:有 26,000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■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),⼆⼈⼊居可■駐輪場有■特徴:
外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ,24時間換気システム■設備:Ｂ・Ｔ別,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,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,給湯,都市ガス,フローリング,全
居室フローリング,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）,24時間セキュリティー,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東京メトロ半蔵⾨線 清澄⽩河 徒歩10分

物件番号：69783044071

賃 料 85,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.78㎡
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：東京都江東区⼤島４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:13階建/4階部分■築年⽉:2015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※⼀部法⼈契約除く・敷⾦積増
（詳細確認）■ペット飼育敷⾦１ヶ⽉積増、使⽤細則等遵■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 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28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:北向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,洗⾯所
独⽴,システムキッチン,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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,エレベーター,宅配ＢＯＸ

都営新宿線 ⼤島 徒歩3分

物件番号：10433083041

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



江東区の多頭可賃貸情報：R5.2.1掲載

賃 料 86,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.52㎡
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：東京都江東区⼤島４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:13階建/7階部分■築年⽉:2015年02⽉
■備考:■礼０ヶ⽉（１年以内約時違約⾦有） ■指定保証会社利⽤必須※⼀部法⼈契約除（敷⾦１ヶ
⽉積増）■ペット飼育時敷⾦１ヶ⽉積み増し（⼩型⽝１匹■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 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25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:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,洗⾯所
独⽴,システムキッチン,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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,エレベーター,宅配ＢＯＸ

都営新宿線 ⼤島 徒歩3分

物件番号：10287092057

賃 料 88,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.42㎡
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8,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江東区⼤島４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:13階建/11階部分■築年⽉:2015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※⼀部法⼈契約除く（不利⽤
時敷⾦１ヶ⽉積増）■ペット飼育時敷⾦２ヶ⽉/⼩型⽝１■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 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4⽉12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:北向き■設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,温⽔洗浄便座,洗⾯所
独⽴,システムキッチン,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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,エレベーター,宅配ＢＯＸ

都営新宿線 ⼤島 徒歩3分

物件番号：10905514045

賃 料 80,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.97㎡
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

広告掲載厳禁 申込・内⾒イタンジ

■所在地：東京都江東区⻲⼾４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:6階建/3階部分■築年⽉:2019年03⽉■
２４時間サポート：16,500円 契約事務⼿数料：11,000円 バイオプロテクト抗菌コート施⼯：22,000円 
クリーニング代：50,600円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 初回保証料：⽉額総賃料の１０
０％ 年次保証料：⼀年毎に１０，０００円 ⼝座振替⼿数料４４０円■鍵交換代等:有 28,000円
〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1.5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,SOHO使⽤可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(多頭飼い可。敷⾦１積増（償却）),ル
ームシェア可,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: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,
ＣＡＴＶ,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,24時間セキュリティー,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東武⻲⼾線 東あずま 徒歩7分

物件番号：69782412088

賃 料 83,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.81㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 15,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都江東区⻲⼾４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/8階部分■築年⽉:2016年07⽉■
退去時クリーニング費⽤（退去時）：55,000円■保険等:不要■賃貸保証:加⼊要 ニッポンインシュア
：初回３０％＋⽉額２，４００円 保険料・年払保証料・⼝振⼿数料・２４Ｈサポート不要。■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⽉下旬予定■
現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務所使⽤不可,SOHO使⽤不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 
⼩型⽝可 猫可(２匹まで。敷⾦１ヶ⽉／匹積増),ルームシェア不可,単⾝者限定■駐輪場有(無料)■主
要採光⾯:南向き■特徴:外観タイル張り,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,洗⾯台,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,室内洗濯機置場,給
湯,都市ガス,フローリング,エアコン,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,バルコ
ニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ総武・中央緩⾏線 ⻲⼾ 徒歩9分

物件番号：69780906062

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



江東区の多頭可賃貸情報：R5.2.1掲載

賃 料 83,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 25.50㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却 なし 
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：東京都江東区⻲⼾４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建/8階部分■築年⽉:2022年10⽉ 新
築■備考:アクセス２４ １２，０００円（税別・初回のみ）■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加
⼊要 全保連■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:完成済■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),⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(33,000円/⽉)■バイク置場有(
1,980円/⽉)■駐輪場有■特徴:外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ,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,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,洗濯
機置場,給湯,フローリング,全居室フローリング,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）,24時間セキュリティー,バルコニー,エレベーター,宅配Ｂ
ＯＸ

ＪＲ総武・中央緩⾏線 ⻲⼾ 徒歩10分

物件番号：69772984042

賃 料 92,500円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.84㎡
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：東京都江東区⻲⼾４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:6階建/1階部分■築年⽉:2019年03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、保証会社必須。駐
⾞場・バイク置場あり（空き状況要確認）■ルームクリーニング費⽤：33,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加
⼊要 ルームバンクインシュア 初回保証料：⽉額費⽤総額の４０％〜（ペット飼育の場合１０％増し） 保証更新料：
１年毎に１万円 ⼝座振替⼿数料：２００円／⽉■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,SOHO使⽤可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(多頭飼い可。敷⾦１積増（
償却）),ルームシェア可,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:南⻄向き■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,ＣＡＴＶ,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,24時間セキュリティー,バルコニー,エレベーター,宅配
ＢＯＸ

東武⻲⼾線 東あずま 徒歩7分

物件番号：69775561031

賃 料 82,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.69㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 15,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都江東区塩浜２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建/5階部分■築年⽉:2013年06⽉■備考:ペットと住め
るマンション！ ペット飼育の場合、敷⾦２ヶ⽉追加・解約時償却・合計２匹迄飼育可 クリーニング費⽤は退去時請求：
４５，０００円（税別） エアコン洗浄費⽤は退去時請求：フィルター洗浄の場合１５，０００円（税別）〜・分解洗浄
の場合２５，０００円（税別）〜 ■契約事務⼿数料（税別）：15,000円 ティーズサポート（税別）／２年毎：16,000
円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 初回保証委託料：賃料＋管理費の５０〜１００％。ミライズインシュア、
年間保証料１２，０００円がかかります。■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:空家■取引
態様:媒介■⼊居条件:社宅可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(敷⾦２ヶ⽉追加・解約時償却)■バイク置場空無(2,000円/⽉)■駐
輪場有(無料)■特徴:外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,分譲タイプ,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,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,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,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,⽕災警報
器（報知機）,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 ⽊場 徒歩10分

物件番号：69734810072

賃 料 98,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.08㎡
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：東京都江東区新⼤橋１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建/3階部分■築
年⽉:2017年12⽉■備考:礼⾦0ヵ⽉（1年以内解約時短期違約⾦有）■鍵交換代：22,0
00円 清掃費：38,500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3⽉2
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:南東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座,洗⾯所
独⽴,システムキッチン,クローゼット,シューズボックス,洗濯機置場,室内物⼲し,エア
コン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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,防犯カメラ,エレベーター,宅配ＢＯＸ

都営新宿線 森下 徒歩3分

物件番号：10279962029

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



江東区の多頭可賃貸情報：R5.2.1掲載

賃 料 122,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 26.15㎡
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 雑費なし

■所在地：東京都江東区富岡１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:12階建/8階部分■築
年⽉:2020年06⽉■鍵交換代：22,000円 清掃費：38,500円 エアコン清掃費：11,000
円■町内会費：100円/⽉■保険等:要 2年14,660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4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匹⼜は猫2匹)■フリ
ーレント:1ヶ⽉(2年未満解約時違約⾦有)■主要採光⾯:北東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚
機能,温⽔洗浄便座,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,グリル,シューズボックス,照明器具,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,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 ⾨前仲町 徒歩2分

物件番号：10258197053

賃 料 148,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 40.56㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 12,000円/⽉

■所在地：東京都江東区豊洲３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建/2階部分■築年⽉:2007年02⽉■備考:・ペット飼
育料（別途契約、２匹まで）：４，４００円（税込）※⼩型⽝＝７キロ以下の繁殖制限済み（予定）に限る※猫＝繁殖
制限済み（予定）に限る 飼養細則有り ・機械式駐⾞場：２１．０００円〜２７，０００円（税別） ・キッチン蛇⼝⼀
体型浄⽔器：カートリッジ別売 ４，０００円 ・短期解約の場合、違約⾦が発⽣する場合がございます。■保険等:要■
賃貸保証:加⼊要 保証会社要加⼊：（⼝座引落の場合）初回に総賃料の６０％、以降は毎年１万円■鍵交換代等:有 9,90
0円〜■契約期間:5年■更新料:新賃料 1.1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:事務所使⽤不可,SOHO使⽤不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(別途契約、飼養細則有り)■駐⾞場有(26,400円/⽉)■バイ
ク置場有(2,200円/⽉)■駐輪場有■主要採光⾯:南東向き■特徴:常時ゴミ出し可能,24時間換気システム■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,２⼝コンロ,システムキッチン,浄⽔器,ディスポーザー,収納スペース,クローゼット,シューズボックス,シューズＩＣ
,室内洗濯機置場,洗濯機置場,都市ガス,複層ガラス,フローリング,冷房,暖房,床暖房,エアコン,ＢＳ端⼦,ＭＭコンセント,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,防犯カメラ,カードキー,⽕災警報器（報知機）,24時間セキュリテ
ィー,バルコニー,エレベーター,エレベーター２基以上,宅配ＢＯＸ,フロントサービス,共⽤パーティルーム,⾞寄せスペース

東京メトロ有楽町線 豊洲 徒歩5分

物件番号：69780039041

賃 料 106,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 26.35㎡
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15,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江東区深川１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:12階建/4階部分■築年⽉:2021年02⽉
■備考:敷⾦・礼⾦0ヶ⽉！※2年未満解約違約⾦あ フリーレント2ヶ⽉（1年未満解約時違約⾦有）◆
インターネット無料（Wi-Fi利⽤可）■鍵交換代：22,000円 清掃費：49,500円 エアコン清掃費：11,00
0円■保険等:要 2年14,660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匹もしくは猫2匹)■フリー
レント:2ヶ⽉(1年未満解約時違約⾦有)■主要採光⾯:南東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,温⽔洗浄便座,洗⾯所独
⽴,ガスコンロ付,クローゼット,シューズボックス,⼈感センサー付照明,洗濯機置場,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,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 ⾨前仲町 徒歩6分

物件番号：10038958065

賃 料 93,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.51㎡
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：東京都江東区冬⽊ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:13階建 地下1階/2階部分■築
年⽉:2008年04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※⼤⼿法⼈契約除・敷⾦積増（詳細確認）■ペット飼育敷⾦１ヶ⽉積増・使⽤細則
等遵守■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 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
型⽝か猫2匹まで／敷⾦2ヶ⽉)■主要採光⾯:北向き■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,温⽔洗
浄便座,システムキッチン,給湯,フローリング,エアコン,ＣＳ,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

東京メトロ東⻄線 ⾨前仲町 徒歩9分

物件番号：10083698021

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
定期借家
貸マンション

貸マンション 貸マンション



江東区の多頭可賃貸情報：R5.2.1掲載

賃 料 106,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.48㎡
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：東京都江東区牡丹１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/7階部分■築年⽉:2019年07⽉■
備考:★popin aladdin 導⼊！★ ■インターネット使⽤料無料■ペット飼育時敷⾦1ヶ⽉積増・⼩型
⽝1匹もしくは猫2匹まで■鍵交換代：22,000円 清掃費：38,500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(敷⾦２ヶ⽉・種類等制限有)■主要採光⾯:北東向き■
設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,温⽔洗浄便座,洗⾯所独⽴,システムキッチン,グリル,クローゼット,シューズボ
ックス,照明器具,洗濯機置場,給湯,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,エレベーター,宅配ＢＯＸ

都営⼤江⼾線 ⾨前仲町 徒歩3分

物件番号：10433266041

賃 料 122,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 54.60㎡
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4,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江東区南砂２丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:9階建/7階部分■築
年⽉:1990年12⽉■備考:更新事務⼿数料0.5ヶ⽉税別 振替⼿数料330円／⽉。ペット2
匹迄相談可（1匹ごとに敷⾦+1ヶ⽉償却）短期解約違約⾦有。駐輪場有。■鍵交換費
⽤：22,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 ジェイリース株式会社 初
回保証料：総賃料50％年間１万円or総賃料80％年間なし■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15⽇予定■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居
条件:事務所使⽤可,ペット相談,⼆⼈⼊居可■主要採光⾯:東向き■特徴:振分■設備:Ｂ
・Ｔ別,追焚機能,温⽔洗浄便座,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,都市ガス,エアコン,インターネット対応,バルコニー,エレベータ
ー,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 東陽町 徒歩11分

物件番号：10695341073

賃 料 110,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.19㎡
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：東京都江東区三好４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/4階部分■築年⽉:2021年03⽉■
室内清掃費⽤：35,200円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 【契約時】⽉額総⽀払額の６０％【⽉額】⽉
額総⽀払額の１％【更新保証料】なし■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3⽉4⽇■現況:居住中 2023年02⽉18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(２匹迄),保証⼈不要■駐輪場有■主要採光⾯:南向き■設備:Ｂ
・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,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,室内洗濯機置場,都市ガス,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,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,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

東京メトロ半蔵⾨線 清澄⽩河 徒歩11分

物件番号：10581668061

賃 料 97,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.60㎡
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：東京都江東区⽑利２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:10階建/5階部分■築年⽉:2016年05⽉
■備考:指定保証利⽤必須※⼤⼿法⼈契約除く・敷⾦積増（詳細確認）■ペット飼育敷⾦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8,4
00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20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:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,トイレ,温⽔洗浄便座,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,照明器具,洗濯機置場,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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,エレベーター,宅配Ｂ
ＯＸ

東京メトロ半蔵⾨線 錦⽷町 徒歩7分

物件番号：10757134019

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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