
江⼾川区の多頭可賃貸情報：R5.2.24掲載

賃 料 82,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.11㎡
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4,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江⼾川区東葛⻄５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/1階部分■築年⽉:2023年03⽉ 新築■備考:
ペット：成獣時体⻑４０ｃｍ未満、最⼤２頭迄。飼育する場合、所定のワクチン接種証明書提出義務等あり。敷⾦１ヶ
⽉分追加預かり。■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社要加⼊（㈱Ｃａｓａ）。初回保証委託料⽉額賃料
総額の０．５ヶ⽉分、継続保証委託料１年毎に１万円、⼝座引落⼿数料５００円／⽉（税別）。法⼈は要相談。■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:未完成■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 ⼩型⽝可 猫可(成獣時体⻑４０ｃｍ未満⽝猫２匹),保証⼈不要,単⾝者限定■バイク置場有(3,00
0円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:24時間換気システム,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,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,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,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,洗濯機置場,
室内物⼲し,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,インターネット対応,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,モニタ付オートロック,モニタ付インターホン,シャッター⾬⼾,防犯カメラ,
バルコニー,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 葛⻄ 徒歩5分

物件番号：69784835015

賃 料 82,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 38.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 1ヶ⽉ 
保証⾦ なし

管理費等 なし 共益費2,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江⼾川区松江５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/4階部分■築年⽉:1986年01
⽉■備考:猫ちゃんのみ飼育可（多頭飼育相談可） ２名⼊居相談可 飼育時敷⾦２ケ⽉償却１ヶ⽉ 
バイク駐輪相談可 ⾃転⾞置場あり ＮＴＴインターネット・ＣＡＴＶ 鍵交換費⽤１６５００円 松
江第１中学校前バス停徒歩２分、バスの運⾏本数充実です。■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊
要 賃料等の50％ 連帯保証⼈なし80％ 年間継続１万円 ⼝座引落550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 2023年02⽉27⽇退去予定■取引態様:媒
介■⼊居条件:楽器不可,ペット相談 猫可(頭数応相談),⼆⼈⼊居可■駐⾞場空無■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:⾓部屋,最上階,前⾯棟無,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別
,シャワー,追焚機能,トイレ,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,
クローゼット,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,フローリング,エアコン,ＣＡＴＶ,
光ファイバー,モニタ付インターホン,ディンプルキー,⽕災警報器（報知機）,バルコニー

都営新宿線 船堀 徒歩10分

物件番号：10442060037

賃 料 83,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.11㎡
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4,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江⼾川区東葛⻄５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2023年03⽉ 新築■備考:
ペット：成獣時体⻑４０ｃｍ未満、最⼤２頭迄。飼育する場合、所定のワクチン接種証明書提出義務等あり。敷⾦１ヶ
⽉分追加預かり。■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社要加⼊（㈱Ｃａｓａ）。初回保証委託料⽉額賃料
総額の０．５ヶ⽉分、継続保証委託料１年毎に１万円、⼝座引落⼿数料５００円／⽉（税別）。法⼈は要相談。■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:未完成■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 ⼩型⽝可 猫可(成獣時体⻑４０ｃｍ未満⽝猫２匹),保証⼈不要,単⾝者限定■バイク置場有(3,00
0円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:⾓部屋,24時間換気システム,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,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,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,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,洗濯
機置場,室内物⼲し,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,インターネット対応,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,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,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 葛⻄ 徒歩5分

物件番号：69784798042

賃 料 84,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.11㎡
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4,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江⼾川区東葛⻄５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/3階部分■築年⽉:2023年03⽉ 新築■備考:
ペット：成獣時体⻑４０ｃｍ未満、最⼤２頭迄。飼育する場合、所定のワクチン接種証明書提出義務等あり。敷⾦１ヶ
⽉分追加預かり。■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社要加⼊（㈱Ｃａｓａ）。初回保証委託料⽉額賃料
総額の０．５ヶ⽉分、継続保証委託料１年毎に１万円、⼝座引落⼿数料５００円／⽉（税別）。法⼈は要相談。■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:未完成■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 ⼩型⽝可 猫可(成獣時体⻑４０ｃｍ未満⽝猫２匹),保証⼈不要,単⾝者限定■バイク置場有(3,00
0円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:⾓部屋,24時間換気システム,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,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,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,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,洗濯
機置場,室内物⼲し,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,インターネット対応,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,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,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 葛⻄ 徒歩5分

物件番号：69784798063

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



江⼾川区の多頭可賃貸情報：R5.2.24掲載

賃 料 85,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.11㎡
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4,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江⼾川区東葛⻄５丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:4階建/4階部分■築年⽉:2023年03⽉ 新築■備考:
ペット：成獣時体⻑４０ｃｍ未満、最⼤２頭迄。飼育する場合、所定のワクチン接種証明書提出義務等あり。敷⾦１ヶ
⽉分追加預かり。■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 保証会社要加⼊（㈱Ｃａｓａ）。初回保証委託料⽉額賃料
総額の０．５ヶ⽉分、継続保証委託料１年毎に１万円、⼝座引落⼿数料５００円／⽉（税別）。法⼈は要相談。■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:未完成■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 ⼩型⽝可 猫可(成獣時体⻑４０ｃｍ未満⽝猫２匹),保証⼈不要,単⾝者限定■バイク置場有(3,00
0円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:⻄向き■特徴:⾓部屋,最上階,24時間換気システム,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,
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,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,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,洗濯機置場,室内物⼲し,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,インターネット対応,Ｃ
ＡＴＶ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,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,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 葛⻄ 徒歩5分

物件番号：69784799033

賃 料 92,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 40.00㎡
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3,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都江⼾川区上篠崎２丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/1階部分■築年⽉:1997年
11⽉■備考:ワンちゃん・ネコちゃんの飼育（頭数・サイズ）相談可能です。 ２０２０年１２⽉、キ
ッチン廻り・独⽴洗⾯台・ウォシュレット・ ＴＶモニターフォン・エアコン２基新品に交換済み Ｎ
ＴＴインターネット対応 バイク駐輪可能 事務所・短期貸応相談  紙たばこは不可の喫煙特約あ
り（電⼦タバコは可）■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 賃料等の50％ 連帯保証⼈なし80
％ 年間継続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:事務所使⽤可,喫煙条件付き可(紙たばこ不可 電⼦タバコは可),楽器不可,ペット相
談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可,保証⼈不要■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:⾓部屋,閑静な住
宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,２⼝コンロ,全
居室収納,クローゼット,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,プロパンガス,出窓,フローリング,全居
室フローリング,エアコン,エアコン２台以上,ＣＡＴＶ,光ファイバー,モニタ付インターホン,防犯カメ
ラ,バルコニー

都営新宿線 篠崎 徒歩9分

物件番号：10442812037

賃 料 96,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3DK 45.00㎡
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 雑費なし

■所在地：東京都江⼾川区平井７丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:3階建/2階部分■築年⽉:1987年08
⽉■備考:１年未満の解約１ヶ⽉違約⾦あり。ネット無料はＪ：ＣＯＭ Ｉｎ Ｍｙ Ｒｏｏｍとな
ります。無料Ｗｉｆｉには速度の制限が御座います。■消毒費：17,050円 安⼼サポート２４：16,500
円■決済⼿数料：550円/⽉ ■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 初回、総賃料の５０％、以降
１年毎１００００円■鍵交換代等:有 19,800円〜■契約期間:2年■更新料:新賃料 1.5ヶ⽉■⼊居可能
時期:2023年3⽉中旬予定■現況:居住中 2023年02⽉28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１ヶ⽉増、多頭飼育相談)■駐輪場有(無料)■特徴:２⾯採光,⾓部屋■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,洗濯機置場,都市ガス,インターネッ
ト対応,インターネット使⽤料無料,バルコニー

ＪＲ総武・中央緩⾏線 平井 徒歩15分

物件番号：69783596023

賃 料 109,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 32.51㎡
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

外観コンクリート打ち放し ペット共⽣型マンション

■所在地：東京都江⼾川区中葛⻄５丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/1階部分■築年⽉:2021年06
⽉■備考:物確・内⾒予約は ＴＥＬ ０５０−３１７１−３９６０  ペット飼育時敷⾦３ヶ⽉、償
却２か⽉ ⼩型⽝・猫２匹迄飼育可。１０ｋｇまで。 ベランダ・共⽤部・建物前での喫煙不可。 屋上
ドッグラン・１Ｆ⽝の⾜洗い場・キャットウォークあり■保険等:要 2年16,000円■賃貸保証:加⼊要 
初回：⽉⽀払額の５０％ １年毎：１万円■鍵交換代等:有 5,500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 2023年03⽉25⽇退去予定■取引態様:媒介■⼊居条件:社
宅可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(⼩型⽝・猫 計２匹),保証⼈不要,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(500
円/⽉)■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,バリアフリー,
⾓部屋,外壁コンクリート,内装コンクリート,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,オートバス,追焚機能,温⽔
洗浄便座,洗⾯所,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ＩＨクッキングヒーター,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,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,ＣＡＴＶ,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,宅配ＢＯＸ

東京メトロ東⻄線 葛⻄ 徒歩9分

物件番号：69775108078

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



江⼾川区の多頭可賃貸情報：R5.2.24掲載

賃 料 125,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 36.72㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 1ヶ⽉ 
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：東京都江⼾川区⻄葛⻄６丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:9階建/2階部分■築年⽉:1987年
03⽉■備考:喫煙者契約不可 ２年定期借家契約（再契約相談可）  近隣徒歩２分、屋根付き駐⾞場
空きあり（２７５００円） ネコちゃんのみ多頭飼育相談可能  駐輪場・⼊居者専⽤ゴミ集積所 ＮＴ
Ｔインターネット接続可 ２重サッシ設置します。照明付き■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊
要 賃料等の50％ 年間保証料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:喫煙不可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(ネコは頭数要相談),保
証⼈要■駐⾞場近有(27,500円/⽉)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■特徴:２⾯採光,外観タイル
張り,前⾯棟無,閑静な住宅街■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯所独⽴,３
⼝以上コンロ,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,照明器具,室内洗濯機
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,エアコン２台以上,ＣＡＴＶ,光ファ
イバー,モニタ付インターホン,ディンプルキー,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 ⻄葛⻄ 徒歩3分

物件番号：10242229059

賃 料 130,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.44㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ 1.5ヶ⽉

敷引/償却 1.5ヶ⽉ 
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：東京都江⼾川区南葛⻄４丁⽬ ■建物構造:鉄⾻造■階建/階:6階建/3階部分■築年⽉:2000年
07⽉■備考:⼩型⽝２匹または中型１匹まで相談可 敷⾦積み増しなし オール電化 ＮＴＴインター
ネット接続可  １Ｆペットサロン＆ホテル。共⽤部にワンコのシャンプールーム、⾜洗い場あり。
敷地内全⾯禁煙■保険等:不要■賃貸保証:加⼊要 賃料等の50％ 連帯保証⼈なし80％ 年間継続１万
円 ⼝座引落550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:喫煙不可,楽器不可,ペット相談,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南向き■特
徴:２⾯採光,デザイナーズ,外観タイル張り,⾓部屋,オール電化,内装コンクリート,前⾯棟無,閑静な住宅
街■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,照明器具,室内洗濯機置場,
給湯,出窓,フローリング,全居室フローリング,エアコン,ＣＡＴＶ,光ファイバー,オートロック,モニタ付
インターホン,⽕災警報器（報知機）,バルコニー,ウッドデッキ,エレベーター

ＪＲ京葉線 葛⻄臨海公園 徒歩18分

物件番号：10442649037

賃 料 140,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 47.16㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却 1ヶ⽉ 
保証⾦ なし

管理費等 20,000円/⽉

築浅マンション 全室⾓部屋・ペット可・インター

■所在地：東京都江⼾川区⻄⼩岩４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:10階建/8階部分■築年⽉:2020年12⽉■備考:短期違
約⾦有：賃料＋管理費の合計⾦額２ヶ⽉分（１年未満の解約）賃料＋管理費の合計⾦額１ヶ⽉分（１年６ヶ⽉未満の解
約）駐輪シール代３３０円 鍵交換費⽤：２２，０００円 ペット飼育時敷⾦委託有：⼩型⽝敷⾦１ヶ⽉追加（償却）
猫敷⾦２ヶ⽉追加（償却）■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 アプラス：契約時⽉額⽀払総額の４０％ ⽉額保
証委託料７００円 ｏｒ エルズサポート：契約時⽉額⽀払総額の４０％ ⽉額保証委託料７００円 ⼝座引落⼿数料
４００円（税別）／⽉■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2⽉下
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(⼩型⽝・猫計２匹まで敷⾦委託有),ルームシェ
ア可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有(300円/⽉)■主要採光⾯:南向き■特徴:２⾯採光,外観タイル張り,常時ゴミ出し可能,⾓部屋,24
時間換気システム,前⾯棟無■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,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,トランクルーム,照明器具,ダウンライト,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,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

ＪＲ総武・中央緩⾏線 ⼩岩 徒歩4分

物件番号：69720889047

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


