
問合先: LINE_@635dbotr、 Mail_info

賃 料 92,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 28.52㎡
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：東京都板橋区⼩⾖沢１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/1階部分■築年⽉:2021年03⽉
■備考:礼⾦０ヶ⽉■１年以内解約時違約⾦有 ■インターネット利⽤料無料♪※シーファイブに限る
■防犯カメラ設置■洗⾯所独⽴■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(⼩型⽝1匹 or 猫2匹)■主要採光⾯:北⻄向き■
設備:Ｂ・Ｔ別,浴室乾燥機,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,給湯,エアコン,ＣＳ,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

都営三⽥線 志村坂上 徒歩6分

物件番号：10304980053

賃 料 117,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 30.21㎡
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：東京都板橋区⼩⾖沢１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/5階部分■築年⽉:2021年03⽉
■備考:■礼⾦０ケ⽉■１年以内解約時違約⾦有 ■ペット飼育時敷⾦1ヶ⽉積増・使⽤細則遵守・⼩
型⽝1匹もしくは猫２匹まで■指定保証会社利⽤必須※⼀部■鍵交換代：22,000円 清掃費：44,000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1匹 or 猫2
匹)■主要採光⾯:南東向き■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,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,給湯,エアコン,ＣＳ,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

都営三⽥線 志村坂上 徒歩6分

物件番号：10305012053

賃 料 85,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 34.02㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 3,000円/⽉

⼦型⽝敷⾦⼀か⽉増及償却 猫敷⾦２か⽉増及び償却２匹迄

■所在地：東京都板橋区⼩⾖沢２丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/3階部分■
築年⽉:1987年03⽉■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 ⽇本セーフティー５
０−６０％■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(⽝敷⾦１ヶ⽉増償却１ヶ⽉２匹
迄),⼆⼈⼊居可■駐輪場有(1,000円/⽉)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:外観タイル張り,振
分,ＩＴ重説対応物件■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,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,洗濯機置場,給湯,都市
ガス,フローリング,クッションフロア,エアコン,ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファ
イバー,バルコニー

都営三⽥線 志村坂上 徒歩9分

物件番号：69682840061

賃 料 125,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2LDK 57.25㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし

最上階、南向きで明るいお部屋 ３⼝コンロ・グリル付キッチン

■所在地：東京都板橋区⼤⾕⼝２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建/3階部分■築年⽉:1970年04⽉■備考:※楽器不可
※ハウステーションサポート倶楽部：更新時５，０００円／２年毎 ※定期借家契約２年（再契約可） 再契約事務⼿数
料０．５ヶ⽉ ※敷地内、室内、喫煙不可（電⼦タバコ含む） ※バイク・⾃転⾞駐輪可（但し、⼊居１⼈につき１台まで
、バイク駐輪時、⾃転⾞駐輪不可） ■清掃費⽤：64,000円 消毒費⽤：16,500円 ハウステーションサポート倶楽部：10,
000円■保険等:要 2年19,800円■賃貸保証:加⼊要 保証会社加⼊必須 保証料：⽉額賃料総額５０％ 保証更新料：１０
，０００円／年 引き落とし⼿数料：３３０円／⽉■契約期間:2年■更新料:なし■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,喫煙不可,楽器不可,ペット相談 猫可(２匹可１匹に付き敷⾦１ヶ⽉追加),⼆⼈⼊居可
■駐⾞場有(10,000円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南東向き■特徴:最上階,振分,閑静な住宅
街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,３⼝以上コンロ,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,照明器具,洗濯機置場,給湯,都市ガス,クッションフロア,都市ガス給
湯,冷房,暖房,エアコン,ＣＡＴＶ,光ファイバー,ＣＡＴＶインターネット,バルコニー

東京メトロ有楽町線 千川 徒歩5分

物件番号：69775632052

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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貸マンション
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板橋区の多頭可賃貸情報：R5.2.14掲載

賃 料 85,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 29.30㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉ 雑費なし

初期費⽤１５万円パック ※⽇割賃料等は別途

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/7階部分■築年⽉:2007年09⽉■備考:契約⾦１５
万円パックで紹介可 都市ガス対応 デザイナーズマンション ペット飼育相談可 オートロック・ＴＶモニターホン
完備 独⽴洗⾯台 ２⼝ガスシステムキッチン 追い焚き・浴室乾燥機 ■契約⾦１５万円パック：150,000円■緊急
対応費：1,650円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社利⽤必須（初回保証料はパックに含みます・
１年毎に継続保証料あり⽉額事務⼿数料あり・⽉額総額に対し１．１％または、ＣＡＳＡ集⾦代⾏使⽤時は別途決済⼿
数料がかかります）■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期: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(１匹に付敷⾦１ヶ⽉分増額・２匹)■駐輪場有(無料)■フリーレント:1ヶ⽉(賃料のみ、免除期間
あり。契約開始⽉の翌⽉分の賃料が１ヶ⽉分無料になります)■クレジットカード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:東向き
■特徴:デザイナーズ,外観タイル張り■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,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,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,都
市ガス,フローリング,エアコン,ＣＡＴＶ,ＣＡＴＶインターネット,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69779732034

賃 料 89,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 26.63㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉ 雑費なし

初期費⽤１５万円パック ※⽇割賃料等は別途

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/6階部分■築年⽉:2007年09⽉■備考:初期費⽤１
５万円パック ※⽇割賃料等は別途 法⼈契約の場合、通常プランにてご契約となります。■契約⾦１５万円パック：1
50,000円■緊急対応費：1,650円/⽉ ■保険等:要 2年22,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社利⽤必須（初回保証料はパッ
クに含む・１年毎に継続保証料あり⽉額事務⼿数料あり・⽉額総額に対し１．１％または、ＣＡＳＡ集⾦代⾏使⽤時は
別途決済⼿数料がかかります）■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期: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(１匹に付敷⾦１ヶ⽉分増額・２匹)■駐輪場有(無料)■フリーレント:1ヶ⽉(賃料のみ
、免除期間あり。契約開始⽉の翌⽉分の賃料が１ヶ⽉分無料になります)■クレジットカード決済:初期費⽤可■主要採光
⾯:東向き■特徴:デザイナーズ,外観タイル張り,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,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,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,エアコン,ＣＡＴＶ,ＣＡＴＶインターネット,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69774522029

賃 料 119,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 36.55㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費5,000円/⽉ 雑費なし

初期費⽤１５万円パック ※⽇割賃料等は別途

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:8階建/2階部分■築年⽉:2007年09⽉■備考:初期費⽤１
５万円パック ※⽇割賃料等は別途 法⼈契約の場合、通常プランにてご契約となります。■契約⾦１５万円パック：1
50,000円■緊急対応費：1,650円/⽉ ■保険等:要 2年22,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社利⽤必須（初回保証料はパッ
クに含む・１年毎に継続保証料あり⽉額事務⼿数料あり・⽉額総額に対し１．１％または、ＣＡＳＡ集⾦代⾏使⽤時は
別途決済⼿数料がかかります）■鍵交換代等:有 29,700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(１匹に付敷⾦１ヶ⽉分増額・２匹)■駐輪場有(無料)■
フリーレント:1ヶ⽉(免除期間あり 契約開始⽉の翌⽉分の賃料が１ヶ⽉分無料になります)■クレジットカード決済:初
期費⽤可■主要採光⾯:⻄向き■特徴:２⾯採光,デザイナーズ,外観タイル張り,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,
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,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,室内物⼲し,都市ガス,フローリング,エアコン,ＣＡＴＶ,ＣＡＴＶインターネット,オートロ
ック,モニタ付インターホン,バルコニー,２⾯バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69774522044

賃 料 127,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 47.67㎡
礼 ⾦ 1.5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

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2023年07
⽉ 新築■備考:◆当社ではクレジットカードで初期費⽤のお⽀払が可能です。お⼿持ちのカードがご
利⽤出来て、リボ・分割払いも可能です。■Ｍｙ Ｃｏｎｃｉｅｒ Ｃｌｕｂ：15,000円 退去時ク
リーニング費⽤：55,000円■保険等:要■契約期間:2年■⼊居可能時期:2023年7⽉上旬予定■現況:未完
成■取引態様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(⽝・猫の多頭飼い可。),⼆⼈⼊居可■駐輪場
有■クレジットカード決済:初期費⽤可■主要採光⾯:⻄向き■特徴:２⾯採光,⾓部屋,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,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,ガスコンロ可,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,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,複
層ガラス,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,エアコン２台以上,全居室エアコ
ン,ＢＳ端⼦,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,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69780139052

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



板橋区の多頭可賃貸情報：R5.2.14掲載

賃 料 127,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 46.61㎡
礼 ⾦ 1.5ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

★新築★ 旭化成ヘーベルメゾン！

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2023年07⽉ 新築■備考:◎
退去時にハウスクリーニング代５５，０００円（税込）を承ります。 ◎契約・更新時に旭化成「Ｍｙ Ｃｏｎｃｉｅｒ
 Ｃｌｕｂ」の年会費負担あり ◎お⼦様・兄弟・学⽣相談可（定員３名） ◎ヘーベル電気対応物件 ◎屋根付駐輪場（
１台迄） ◎引越業者指定有■保険等:要 2年18,400円■賃貸保証:加⼊要 初回、賃料＋共益費×５０％ ２年毎に２万円
の更新料がかかります■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年7⽉上旬予定■現況:未完成■取引態
様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(多頭飼可※１階は⼤型⽝可),⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄
向き■特徴:２⾯採光,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,オープンキッチン,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,室内洗濯機置場,室内物
⼲し,給湯,都市ガス,複層ガラス,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,エアコン２台以上,全居室エア
コン,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,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69780119017

賃 料 127,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 47.67㎡
礼 ⾦ 1.5ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

★新築★ 旭化成ヘーベルメゾン！

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2023年07⽉ 新築■備考:◎
退去時にハウスクリーニング代５５，０００円（税込）を承ります。 ◎契約・更新時に旭化成「Ｍｙ Ｃｏｎｃｉｅｒ
 Ｃｌｕｂ」の年会費負担あり ◎お⼦様・兄弟・学⽣相談可（定員３名） ◎ヘーベル電気対応物件 ◎屋根付駐輪場（
１台迄） ◎引越業者指定有■保険等:要 2年18,400円■賃貸保証:加⼊要 初回、賃料＋共益費×５０％ ２年毎に２万円
の更新料がかかります■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年7⽉上旬予定■現況:未完成■取引態
様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(多頭飼可※１階は⼤型⽝可),⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄
向き■特徴:２⾯採光,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,オープンキッチン,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,室内洗濯機置場,室内物
⼲し,給湯,都市ガス,複層ガラス,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,エアコン２台以上,全居室エア
コン,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,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69780119066

賃 料 128,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 46.61㎡
礼 ⾦ 1.5ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

★新築★ 旭化成ヘーベルメゾン！

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/3階部分■築年⽉:2023年07⽉ 新築■備考:◎
退去時にハウスクリーニング代５５，０００円（税込）を承ります。 ◎契約・更新時に旭化成「Ｍｙ Ｃｏｎｃｉｅｒ
 Ｃｌｕｂ」の年会費負担あり ◎お⼦様・兄弟・学⽣相談可（定員３名） ◎ヘーベル電気対応物件 ◎屋根付駐輪場（
１台迄） ◎引越業者指定有■保険等:要 2年18,400円■賃貸保証:加⼊要 初回、賃料＋共益費×５０％ ２年毎に２万円
の更新料がかかります■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年7⽉上旬予定■現況:未完成■取引態
様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(多頭飼可※１階は⼤型⽝可),⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄
向き■特徴:２⾯採光,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,オープンキッチン,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,室内洗濯機置場,室内物
⼲し,給湯,都市ガス,複層ガラス,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,エアコン２台以上,全居室エア
コン,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,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69780119088

賃 料 128,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 47.67㎡
礼 ⾦ 1.5ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費10,000円/⽉ 雑費なし

★新築★ 旭化成ヘーベルメゾン！

■所在地：東京都板橋区東新町１丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/3階部分■築年⽉:2023年07⽉ 新築■備考:◎
退去時にハウスクリーニング代５５，０００円（税込）を承ります。 ◎契約・更新時に旭化成「Ｍｙ Ｃｏｎｃｉｅｒ
 Ｃｌｕｂ」の年会費負担あり ◎お⼦様・兄弟・学⽣相談可（定員３名） ◎ヘーベル電気対応物件 ◎屋根付駐輪場（
１台迄） ◎引越業者指定有■保険等:要 2年18,400円■賃貸保証:加⼊要 初回、賃料＋共益費×５０％ ２年毎に２万円
の更新料がかかります■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年7⽉上旬予定■現況:未完成■取引態
様:媒介■⼊居条件:ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(多頭飼可※１階は⼤型⽝可),⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄
向き■特徴:２⾯採光,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,オープンキッチン,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,室内洗濯機置場,室内物
⼲し,給湯,都市ガス,複層ガラス,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,エアコン２台以上,全居室エア
コン,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,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分

物件番号：69780120041

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



板橋区の多頭可賃貸情報：R5.2.14掲載

賃 料 95,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 39.65㎡
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7,000円/⽉

■所在地：東京都板橋区徳丸３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建 地下1階/3階部分■築年⽉:1993
年05⽉■備考:ペット契約時礼⾦２ヶ⽉敷⾦償却 ⼩型⽝１匹または猫２匹まで 更新時事務⼿数料賃料
の５０％以内 ※事務所使⽤時諸条件要変動 ※建物内にカラオケ店舗・飲⾷店あり■賃料引落⼿数料
：250円/⽉ ■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 保証会社：フォーシーズ株式会社 初回保証
委託料：⽉額総賃料５０％〜（⽉額総賃料が７００００円未満の場合は３５０００円〜） 年間保
証委託料：１００００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:事務所使⽤可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(⼩型⽝１匹または猫２匹
まで),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:外観タイ
ル張り,振分■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ付,３⼝以上コン
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,エアコン２台以
上,ＣＡＴＶ,光ファイバー,カードキー,バルコニー,エレベーター

東武東上線 東武練⾺ 徒歩3分

物件番号：69519188064

賃 料 93,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 43.29㎡
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3,000円/⽉

■所在地：東京都板橋区徳丸６丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/2階部分■築年⽉:1997年08⽉
■備考:ペット契約時礼⾦２ヶ⽉敷⾦償却 ⼩型⽝１匹または猫２匹まで 更新時事務⼿数料：賃料５０
％以内■賃料引落⼿数料：250円/⽉ ■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可 保証会社：フォーシ
ーズ株式会社 初回保証委託料：⽉額総賃料５０％〜（⽉額総賃料が７００００円未満の場合は３
５０００円〜） 年間保証委託料：１００００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⽉上旬予定■現況:居住中■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,事務所使⽤不可,楽器不可,ペ
ット相談 ⼩型⽝可 猫可(⼩型⽝１匹または猫２匹まで),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■バイ
ク置場近有(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:２⾯採光,外観タイル張り,⾓部屋,振分■設備:Ｂ・Ｔ別,
シャワー,追焚機能,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,全居室収納,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,エアコン２台以上,全居室エアコン,Ｃ
ＡＴＶ,光ファイバー,モニタ付インターホン,バルコニー

東武東上線 東武練⾺ 徒歩15分

物件番号：69519189088

賃 料 96,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 43.96㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 なし 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都板橋区徳丸６丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:6階建/3階部分■築年⽉:1995年01⽉■備考:都市ガス対応
 ３⼝ＩＨコンロ付システムキッチン バストイレ別 追い焚き・浴室乾燥機 シャンプードレッサー・洗⾯所独⽴ 
室内洗濯機置場・温⽔洗浄便座 エレベーター・オートロック・ＴＶモニターホン ペット飼育可（⼩型⽝⼜は猫・飼
育の際は１匹につき敷⾦１ヶ⽉増額で２匹迄） ■書類作成代：5,500円 簡易消⽕器代：7,000円 消臭施⼯代：11,000
円■緊急対応費：1,650円/⽉ ■保険等:要 2年22,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社利⽤必須（⽉額総額５０％〜、年間
保証料・最低保証料有、ＣＡＳＡ集⾦代⾏使⽤時は別途決済⼿数料がかかります）■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:2023年2⽉中旬予定■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(１匹飼育に付敷⾦１ヶ⽉増額)■バイク置場有(3,300円/⽉)■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:東向き■特徴:外観タイル張り,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,シャワー付洗⾯化粧台,洗
⾯所独⽴,ガスコンロ可,２⼝コンロ,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,出窓,エアコン,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

東武東上線 東武練⾺ 徒歩16分

物件番号：69782535082

賃 料 102,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2LDK 50.62㎡
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3,000円/⽉

■所在地：東京都板橋区徳丸６丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/2階部分■築年⽉:1997年08⽉
■備考:ペット契約時礼⾦２ヶ⽉敷⾦償却 ⼩型⽝１匹または猫２匹まで １Ｆにクリーニング店・３Ｆ
に学習塾・隣地に飲⾷店あり■賃料引落⼿数料：250円/⽉ ■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可
保証会社：フォーシーズ株式会社 初回保証委託料：⽉額総賃料５０％〜（⽉額総賃料が７０００
０円未満の場合は３５０００円〜） 年間保証委託料：１００００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,事務所使⽤不可,楽器不
可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(⼩型⽝１匹または猫２匹まで),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■
主要採光⾯:東向き■特徴:２⾯採光,⾓部屋,振分■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,洗⾯所,洗⾯
所独⽴,ガスコンロ可,収納スペース,全居室収納,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,出窓,
フローリング,エアコン,エアコン２台以上,全居室エアコン,ＣＡＴＶ,光ファイバー,バルコニー

東武東上線 東武練⾺ 徒歩15分

物件番号：69519187001

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



板橋区の多頭可賃貸情報：R5.2.14掲載

賃 料 110,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 44.82㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

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：東京都板橋区中板橋 ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/4階部分■築年⽉:19
89年07⽉■トランクルーム：4,000円/⽉ ■保険等:要 2年15,000円■賃貸保証:利⽤可
エルズサポート総賃料５０％（学⽣プラン１万円）■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,ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場空無■主要採光⾯:南向き■特徴:２⾯採
光,外観タイル張り,⾓部屋,前⾯棟無■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,
洗⾯所独⽴,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,トランクルー
ム,室内洗濯機置場,洗濯機置場,給湯,都市ガス,フローリング,都市ガス給湯,エアコン,Ｃ
ＡＴＶ,インターネット対応,ＣＡＴＶインターネット,モニタ付インターホン,バルコニ
ー,エレベーター

東武東上線 中板橋 徒歩1分

物件番号：69595755084

賃 料 117,500円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 42.99㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 11,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都板橋区中板橋 ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:19
89年07⽉■備考:ペット：可。承諾料として１ヶ⽉かかります（退去時償却）。⼊居
後、２匹⽬以降はその都度承諾料が０．５ヶ⽉かかります（退去時償却）■くらしー
ど：16,500円 除菌消臭代：16,500円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 全
保連 賃料＋管理費５０％ 更新料１年毎１万円■鍵交換代等:有 19,800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,ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■主要採光⾯:南向き■特徴: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,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,都市ガス,出窓,フローリ
ング,冷房,エアコン,バルコニー,エレベーター

東武東上線 中板橋 徒歩3分

物件番号：10689665035

賃 料 89,500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 共益費なし

空き確イタンジ

■所在地：東京都板橋区東⼭町 ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2021年06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。ペット飼育可（多頭飼
い相談可）。Ｗｉ−Ｆｉ無料。■クリーニング代：38,500円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊
要 期間：２年 初回保証料：⽉額費⽤総額の４０％〜 保証更新料：１年毎に１万円 ⼝座振替⼿
数料：⽉額費⽤総の１％■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年4⽉中旬予定■
現況:居住中 2023年03⽉24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(保証⾦１ヶ⽉（償却）)■駐輪場有(無料)■フリーレント:1ヶ⽉■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,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,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,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

東武東上線 ときわ台 徒歩11分

物件番号：69736598001

賃 料 110,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 47.78㎡
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 共益費なし

■所在地：東京都板橋区前野町２丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:5階建/5階部分■築年⽉:1979年06
⽉■備考:★インターネット無料（Ｊ−ｃｏｍ３２０ｍ、各⼾別タイプの快適Ｗｉｆｉも使い放題で
おトク！）★宅配ボックス新設★⼆⼈⼊居、ペット可★⼆間続きの和室あり、広々使えます♪リフ
ォーム済、明るく⼼地よいお部屋で新⽣活スタート■保険等:要 2年20,000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(
敷⾦３ヶ⽉ 多頭飼い要相談),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐⾞場空無(20,000円/⽉)■バ
イク置場有(1,000円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南東向き■特徴:常時ゴミ出し可能,⾓部屋,最上
階,隣接建物距離２ｍ以上,前⾯棟無,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,洗⾯所,洗⾯台,ガス
コンロ可,収納スペース,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,冷房,
暖房,エアコン,エアコン２台以上,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファイバー,ＣＡＴＶイン
ターネット,インターネット使⽤料無料,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

東武東上線 ときわ台 徒歩9分
バス2分 バス停 常盤台郵便局 停歩4分

物件番号：69529947040

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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