
⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R5.3.5掲載

賃 料 82,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.65㎡
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：東京都⼤⽥区南⾺込３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:7階建/5階部分■築年⽉:2013年08⽉
■備考:駐輪場等建物共⽤設備に関しては建物管理会社（㈱クレアスコミュニティー ０３−６８２
４−９５５０）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02⽉25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５０ｃｍ１０ｋｇ以下 敷１)■主要採光⾯:南向き■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,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,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,防犯カメラ,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

ＪＲ京浜東北・根岸線 ⼤森 徒歩12分

物件番号：69780912046

賃 料 83,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.07㎡
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：東京都⼤⽥区⻄⾺込１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建 地下2階/2階部分■築年⽉:201
6年07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※⼀部法⼈契約除く・
敷⾦積増（詳細確認）■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:2023年4⽉27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:⻄向き■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,クローゼット,シ
ューズボックス,トランクルーム,給湯,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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

都営浅草線 ⾺込 徒歩7分

物件番号：10083822021

賃 料 84,500円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.40㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ なし

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：東京都⼤⽥区仲六郷４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2021年03⽉■備考:多頭飼いＯ
Ｋなペット共⽣型マンションです。室内はもちろん共⽤部にまでペットの為に創られています。 本物件のすぐ近くに動
物病院があり、⽀払った診察料の⼀部をポイントとして家賃に充てる事ができます。 今話題のプロジェクトで注⽬を集
めるマンションです。 多頭飼いＯＫ（⼩型⽝⼜は猫合わせて４匹まで・中型⽝は２匹まで） ・室内にキャットウォーク 
・ペット通り抜けＯＫのペットドア ・脱⾛防⽌のペットゲート ・共⽤部にはドッグラン ・⾜洗い場やリードフックを完
備■室内清掃費（解約時）：52,800円 多頭飼育の清掃費／１匹につき（解約時）：11,000円 ＳＹＬＡプレミアムクラ
ブ：24,200円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 エルズサポート 初回保証料５０％、分割保証委託料７００円
／⽉、事務⼿数料３３０円／⽉◆外国籍の⽅：エポスＧＴＮを利⽤。初回保証料６０％、⽉額保証料２％、年間保証料
無し■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:即時■現況:空家■取引態様:媒
介■⼊居条件:事務所使⽤不可,ペット相談,保証⼈不要■主要採光⾯:⻄向き■特徴:デザイナーズ,常時ゴミ出し可能,分譲タ
イプ,⾓部屋■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,室内洗濯機置場,洗濯機置場,都市ガス,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,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

京急本線 六郷⼟⼿ 徒歩3分

物件番号：10935341061

賃 料 88,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.00㎡
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10,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区⻄⾺込１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建 地下2階/8階部分■築年⽉:201
6年07⽉■備考:礼⾦０ヶ⽉■１年以内解約時違約⾦有 ネット使⽤料不要（アルテリア・ネットワー
クス限定）■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:2023年4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:⻄
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,クローゼット,シューズボ
ックス,トランクルーム,給湯,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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

都営浅草線 ⾺込 徒歩7分

物件番号：10083776021

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



⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R5.3.5掲載

賃 料 90,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2DK 32.50㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 なし

■所在地：東京都⼤⽥区上池台４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:3階建/2
階部分■築年⽉:1979年01⽉■保険等:要 2年17,000円■賃貸保証:加⼊要 
総賃料の５０％■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:ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(⽝・猫は⼩型であれ
ば ２ 匹可),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■フリーレント:1ヶ
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■設備:Ｂ・
Ｔ別,シャワー,洗⾯台,ガスコンロ付,収納スペース,クローゼット,シューズボ
ックス,照明器具,家電付,室内洗濯機置場,エアコン,バルコニー

東急池上線 ⻑原 徒歩10分

物件番号：69744143083

賃 料 91,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.01㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦

管理費等 共益費15,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区⼤森⻄３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:11階建/5階部分■築年⽉:2022年11
⽉■備考:２⽉末迄契約の⽅、敷⾦０ヶ⽉・礼⾦０ヶ⽉■Ｍ−ＲＥＡＬプレミアムクラブ会員：16,50
0円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 貸主指定保証会社 第１指定：ＳＢＩギャランティ（初回４０％
 毎⽉１％ 年間保証料なし）■契約期間:2年■⼊居可能時期:即時■取引態様:媒介■⼊居条件:ペッ
ト相談 ⼩型⽝可 猫可(計２匹まで 敷⾦１ヶ⽉追加),⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(22,000円/⽉)■バイク置
場有(2,200円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■フリーレント:2ヶ⽉(２⽉末迄契約の⽅)■特徴:外観タイル張
り,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,洗⾯所,シャワー
付洗⾯化粧台,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,シューズボックス,照明器具,
室内洗濯機置場,フローリング,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,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

京急本線 ⼤森町 徒歩2分

物件番号：42010448003

賃 料 93,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.01㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦

管理費等 共益費15,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区⼤森⻄３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:11階建/8階部分■築年⽉:2022年11
⽉■備考:２⽉末迄契約の⽅、敷⾦０ヶ⽉・礼⾦０ヶ⽉■Ｍ−ＲＥＡＬプレミアムクラブ会員：16,50
0円■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 貸主指定保証会社 第１指定：ＳＢＩギャランティ（初回４０％
 毎⽉１％ 年間保証料なし）■契約期間:2年■⼊居可能時期:即時■取引態様:媒介■⼊居条件:ペッ
ト相談 ⼩型⽝可 猫可(計２匹まで 敷⾦１ヶ⽉追加),⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(22,000円/⽉)■バイク置
場有(2,200円/⽉)■駐輪場有(330円/⽉)■フリーレント:2ヶ⽉(２⽉末迄契約の⽅)■特徴:外観タイル張
り,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,洗⾯所,シャワー
付洗⾯化粧台,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,シューズボックス,照明器具,
室内洗濯機置場,フローリング,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,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,２⾯バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京急本線 ⼤森町 徒歩2分

物件番号：42010448011

賃 料 96,500円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 25.65㎡
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

インターネット・Ｗｉ−Ｆｉ無料 閑静な住宅街、周辺にスーパー

■所在地：東京都⼤⽥区池上７丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/3階部分■築年⽉:2021年09⽉■備考:⽕災保険及び
緊急２４時間駆け付けサービス等が付帯した⼊居者様への安⼼サービス「ＢＲＩサポート２４」への加⼊が必須となり
ます。（⽉額１，５００円） 申込は「申込受付くん」よりお⼿続きください。 更新事務⼿数料：新賃料０．５カ⽉
■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 〈個⼈〉ジャックス［ＶＩＣＣＳ−ＯＮＥ］ 初回：合計家賃５０％ 事務⼿数料：合計
家賃１％／⽉ 更新料：１０，５００円／年 〈法⼈〉エポスカード［ＲＯＯＭ ｉＤ］初回：合計家賃５０％ １年
ごと更新料あり■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31⽇退去予定■取引態様:媒介■⼊居条件:社宅可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(１匹につき敷⾦１ヶ⽉。２匹ま
で),保証⼈不要,ルームシェア不可,⼆⼈⼊居可■駐輪場有■主要採光⾯:東向き■特徴:デザイナーズ,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,閑静な住宅街■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,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,冷房,暖房,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端
⼦,ＭＭコンセント,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,24時間セキュリティー,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東急池上線 池上 徒歩7分

物件番号：69783652042

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



⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R5.3.5掲載

賃 料 98,000円
建物名

間取り/専有⾯積 ワンルーム 25.88㎡
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：東京都⼤⽥区蒲⽥４丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:14階建 地下1階/10階部分■築年⽉:201
5年08⽉■備考:礼０ヶ⽉■１年以内解約時違約⾦有■ネット 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・使⽤細則遵守■３駅■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5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／敷⾦2ヶ⽉)■主要採光⾯:北東向き■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,給湯,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴＶ,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２基
以上,宅配ＢＯＸ

京急本線 京急蒲⽥ 徒歩4分

物件番号：10257611018

賃 料 99,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1K 25.90㎡
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9,000円/⽉ 雑費なし

２０２２年７／１〜⼊居可能予定 ペット可！新築ＲＣマンション

■所在地：東京都⼤⽥区南久が原２丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/2階部分■築年⽉:2022年06⽉■備考:外国籍の
⽅は敷⾦１ヶ⽉積増。お申込み時に⺟国、⽇本在住の⽅両⽅の緊急連絡先をご⽤意ください。 短期解約違約⾦あり（半
年未満３ヶ⽉分、１年未満２ヶ⽉分、２年未満１ヶ⽉分） 退去前は「先⾏契約」のみ受付けています。 鍵交換は任意（
税込３８，５００円）■２４時間緊急サポート（２年毎）：19,800円■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 ◆初
回保証料：賃料総額の５０％ ◆⽉次保証料：賃料総額の１．５％（最低５００円）他保証会社利⽤有（保証料の⽀払
条件は保証会社により異なります）■契約期間:2年■更新料:新賃料 1ヶ⽉■⼊居可能時期:2023年3⽉中旬予定■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,喫煙可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝可 
⼤型⽝可 猫可(多頭飼育相談可。敷⾦１ヶ⽉積増),保証⼈不要,ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■フリーレント:1ヶ
⽉(賃料、共益費)■クレジットカード決済:初期費⽤可 賃料可 条件等(エポスカード利⽤時)■特徴:２⾯採光,デザイナ
ーズ,⾓部屋■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,２⼝コンロ,Ｉ
Ｈクッキングヒーター,システムキッチン,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,洗濯機置場,給湯,都市
ガス,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,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,防犯カメラ,宅配ＢＯＸ

東急池上線 久が原 徒歩1分

物件番号：69785261025

賃 料 100,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1DK 37.00㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 4,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区⼤森⻄３丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:13階建/5階部分■築年⽉:1994年1
0⽉■備考:オートバイ駐輪無料 向かいにマルエツ  エアコン  住居兼事務所利⽤相談 機械式
駐⾞場空きあり駐⾞場５ナンバーセダンのみ可 ■２４時間駆け付サービス：15,000円■保険等:要 2
年20,000円■賃貸保証:加⼊要 ５０％〜 ⽴体駐⾞場につき５ナンバーセダン限定 住居兼事務所相
談■鍵交換代等:有 23,000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:事務所使⽤可,SOHO使⽤可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹まで),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼
齢者相談■駐⾞場有(25,000円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南⻄向き■設
備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,洗⾯台,洗⾯所独⽴,ガスコンロ可,シューズボックス,室内洗濯機置場,給湯,都市ガ
ス,都市ガス給湯,エアコン,ＣＳ,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,バルコニー,エレベーター

京急本線 ⼤森町 徒歩5分

物件番号：69772883087

賃 料 103,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 39.42㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区東⽮⼝１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:4階建/3階部分■築年⽉:1980年08⽉
■備考:★リフォーム実施済み♪ ◆敷⾦無し ◆礼⾦無し ◆ペット（猫のみ）３匹まで飼育可。下記ペ
ット礼⾦あり  ※１匹礼⾦１ヶ⽉、２匹礼⾦１．５ヶ⽉、３匹礼⾦２ヶ⽉ ◆２⾯採光 ◆⾓部屋 ◆再
契約相談可■２４時間安⼼サポート：16,500円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 アーク、全
保連等■鍵交換代等:有 24,200円〜■契約期間:5年■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:ペット相談 猫可(３匹まで飼育可（要ペット礼⾦）),ルームシェア可,⼆⼈
⼊居可■主要採光⾯:南向き■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,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,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,バルコニー,ルーフバルコニー

東急池上線 蓮沼 徒歩1分

物件番号：69785763050

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
定期借家
貸マンション



⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R5.3.5掲載

賃 料 120,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2K 43.40㎡
礼 ⾦ なし
敷 ⾦ なし

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 5,000円/⽉ 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区蒲⽥本町２丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:8階建/6階部分■築年⽉:1991年
11⽉■備考:※バイク置場：６６００円／⽉（要空き確認）ペット飼育の場合／敷⾦１ヶ⽉消毒代１
７６００円（⼊居時）クリーニング代５６１００円（⼊居時）⼦供可保証会社利⽤必須■Ｎサポー
ト：990円/⽉■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 初回保証料：請求⽉額の１ヶ⽉分・継続保証料１万円／
年■鍵交換代等:有 24,200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(⼩型⽝⼜は猫、計２匹まで相談可),ルームシェア可■駐⾞場
有(27,500円/⽉)■主要採光⾯:東向き■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,トイレ,温⽔洗浄便座,洗⾯台,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,給湯,都市ガス,都市ガス給湯,エアコン,ＢＳ端⼦,
ＣＡＴＶ,インターネット対応,光ファイバー,モニタ付インターホン,⽕災警報器（報知機）,バルコニ
ー,エレベーター

京急本線 京急蒲⽥ 徒歩5分

物件番号：10694884040

賃 料 123,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 41.68㎡
礼 ⾦ なし
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：東京都⼤⽥区東雪⾕３丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/2階部分■築
年⽉:2007年08⽉■保険等:要■賃貸保証:加⼊要 クレディセゾン・オリコフォレント
インシュア■鍵交換代等:有 25,000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(⽝
猫２匹まで可能敷⾦１ヶ⽉積増)■フリーレント:1ヶ⽉(要相談)■主要採光⾯:北⻄向き
■特徴:３⾯採光,⾓部屋■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,浴室乾燥機,トイレ,洗⾯所,洗⾯所独
⽴,ガスコンロ付,２⼝コンロ,カウンターキッチン,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,フローリング,エアコン,ＣＳ,ＢＳ端⼦,ＣＡＴ
Ｖ,オートロック,バルコニー,ルーフバルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

東急池上線 ⽯川台 徒歩7分

物件番号：69785596094

賃 料 125,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 27.69㎡
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

敷礼更０円！ 様々なプランあり！

■所在地：東京都⼤⽥区蒲⽥１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/1階部分■築年⽉:2023年01⽉ 新築■備考:敷⾦礼⾦更新料の０円キャンペーン実施
中！ 【メディアにも数多く取り上げられています】 都内で数⼗棟も⼿掛けている建築集団プロデュースの物件です♪ 名ばかりのデザイナーズとは違
い、細部まで洗練された造りを是⾮とも現地でご覧になってください！ 【本物件所在地】 ＪＲ蒲⽥駅と京急蒲⽥駅どちらにも通いやすいエリアにあ
ります♪ 物件近くにはコンビニやファミレスだけでなく芸能界のロケ弁で超有名なあの⿃久もすぐ近く！ 近隣で有名な⼤きい病院や梅屋敷商店街も
あり利便性抜っ群のエリアです♪ 【かかる初期費⽤】（⽉内申込限定） 前家賃＋保証会社利⽤料＋⽕災保険料のみ！ ※仲⼿は御社でご請求ください
！ ※ペット飼育時は⽉額家賃＋２，０００円＆敷⾦１ヶ⽉追加です（償却） ※清掃費は退去時⽀払いです。 【飼育可能ペット】 ネコちゃん（２匹ま
で）、⼩動物（鳴き声がしないもの） ※ワンちゃんは１Ｆと２Ｆのみ 【多様な新⽣活応援プラン】 ４末までＦＲ／仲⼿貸主負担／家電付／初期０…
ｅｔｃ 詳細はレインズの図⾯かお電話にてご確認ください！■退去時クリーニング費⽤（税込）：66,000円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要
エポス（初回…総賃料の４０％／⽉次…１．５％）・ルームバンクインシュア（初回…総賃料の５０％／年１０，０００円）⼝座引落⼿数料３００円
（税別）※他にもエルズやジェイリース等ご⽤意できます♪■契約期間:2年■更新料:なし■⼊居可能時期:即時■現況:完成済■取引態様:媒介■⼊居条
件:社宅可,事務所使⽤可,SOHO使⽤可,楽器不可,ＤＩＹ不可,ペット相談 ⼩型⽝可 ⼤型⽝可 猫可(２匹まで。⽝は１Ｆと２Ｆのみ可),ルームシェア可,⼆⼈
⼊居可,⾼齢者相談■駐輪場有(無料)■フリーレント:0.1ヶ⽉(⼊居⽇ご相談できます♪)■主要採光⾯:南東向き■特徴:デザイナーズ,⾓部屋,閑静な住宅街
■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…詳しくはお問い合わせください

ＪＲ京浜東北・根岸線 蒲⽥ 徒歩10分

物件番号：69785961022

賃 料 126,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 37.27㎡
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 共益費なし 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区萩中１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:6階建 地下1階/3階部分■築年⽉:2007
年11⽉■備考:マンション１Ｆウェルシアペット飼育可：⼩型⽝２匹・敷⾦１ヶ⽉積増ＥＶ２基：ペ
ット乗⽤表⽰ マンション１Ｆウェルシア ペット飼育可：⼩型⽝１匹・敷⾦１ヶ⽉積増 ＥＶ２基
：ペット乗⽤表⽰■鍵発⾏⼿数料：16,500円■保険等:要 2年18,000円■賃貸保証:加⼊要 初回保証委託
料：⽉額賃料等の５０％（最低保証料２万円）、⽉額保証料：⽉額賃料等の１％（上限千円）■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,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可(⼩型⽝２匹まで（敷⾦１ヶ⽉積増),保証⼈要■駐⾞場有(38,5
00円/⽉)■主要採光⾯:南向き■設備:Ｂ・Ｔ別,追焚機能,⾼温差湯式,浴室乾燥機,トイレ,温⽔洗浄便座,
洗⾯台,ガスコンロ付,３⼝以上コンロ,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,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,全居室エアコン,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,モニタ付インターホン,ディンプルキー,防犯カメラ,2
4時間セキュリティー,バルコニー,エレベーター,宅配ＢＯＸ

京急空港線 糀⾕ 徒歩6分

物件番号：10724549053

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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⼤⽥区の⼤型⽝可賃貸情報：R5.3.5掲載

賃 料 134,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 49.65㎡
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5,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区池上７丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:5階建/メゾネット 3階〜4階部分■築年⽉:1989年12⽉■
備考:ペット可※条件有（多頭飼い相談可） ペット飼育の場合 敷⾦＋１ヶ⽉（１ヶ⽉償却）礼⾦＋１ヶ⽉ 機械式駐⾞場
空有 ⽉／１６，０００円（別途消費税）■リロレント２４：16,500円■保険等:要 2年20,000円■賃貸保証:加⼊要 賃
料と共益費の５０％ 年間保証料１０，０００円■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:即時■現況:空家■取引態様:媒介■⼊居条件:法⼈契約希望,社宅可,楽器不可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(多頭
飼い相談可),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可■駐⾞場有(17,600円/⽉)■バイク置場有(4,400円/⽉)■駐輪場有(1,550円/⽉)
■主要採光⾯:南向き■特徴:デザイナーズ,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,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,カウンターキッチン,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,冷房,暖房,エアコン,エ
アコン２台以上,全居室エアコン,ＣＡＴＶ,インターネット対応,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

東急池上線 池上 徒歩6分

物件番号：69776237021

賃 料 140,000円
建物名

間取り/専有⾯積 2LDK 54.92㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 6,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区⼤森⻄３丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:10階建/2階部分■築年⽉:1989年0
8⽉■備考:駐⾞場は５ナンバーセダンに限る■２４時間駆け付サービス：16,500円■保険等:要 2年21,
800円■賃貸保証:加⼊要 ５０％〜 駐⾞場は⽴体の為５ナンバーセダンに限る■鍵交換代等:有 23,0
00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:事務所使⽤可,SOH
O使⽤可,ペット相談 ⼩型⽝可 猫可(２匹まで),ルームシェア可,⼆⼈⼊居可,⾼齢者相談■駐⾞場有(25,0
00円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南⻄向き■特徴:振分■設備:Ｂ・Ｔ別,シ
ャワー,追焚機能,洗⾯台,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,間接照明,室内洗濯
機置場,給湯,都市ガス,クッションフロア,都市ガス給湯,エアコン,ＣＳ,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,モニタ付インターホン,⽕災警報器（報知機）,バルコ
ニー,エレベーター

京急本線 ⼤森町 徒歩5分

物件番号：69785689042

賃 料 148,000円
建物名

間取り/専有⾯積 1LDK 40.33㎡
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12,000円/⽉ 雑費なし

■所在地：東京都⼤⽥区⻄⾺込１丁⽬ ■建物構造:ＲＣ■階建/階:9階建 地下2階/9階部分■築年⽉:201
6年07⽉■備考:礼⾦０ヶ⽉■１年以内解約時違約⾦有■鍵交換代：22,000円 清掃費：39,600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5⽉6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:⻄向き■特徴:最上階■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,ウォークインクローゼット,シューズボックス,トランクルーム,給湯,全
居室フローリング,エアコン２台以上,ＣＳ,ＢＳ端⼦,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

都営浅草線 ⾺込 徒歩7分

物件番号：10083747021

賃 料 150,000円
建物名

間取り/専有⾯積 3LDK 60.48㎡
礼 ⾦ 1ヶ⽉
敷 ⾦ 1ヶ⽉

敷引/償却  
保証⾦ なし

管理費等 6,000円/⽉

■所在地：東京都⼤⽥区⼤森⻄３丁⽬ ■建物構造:ＳＲＣ■階建/階:10階建/9階部分■築年⽉:1989年0
8⽉■備考:駐⾞場は５ナンバーセダンに限る■２４時間駆け付サービス：16,500円■保険等:要 2年21,
800円■賃貸保証:加⼊要 ５０％〜 駐⾞場は⽴体の為５ナンバーセダンに限る■鍵交換代等:有 23,0
00円〜■契約期間:2年■⼊居可能時期:相談■現況:居住中 2023年03⽉22⽇退去予定■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 猫可(２匹まで),ルームシェア可,⼆⼈⼊居
可,⾼齢者相談■駐⾞場有(25,000円/⽉)■バイク置場有(無料)■駐輪場有(無料)■主要採光⾯:南⻄向き
■特徴:振分■設備:Ｂ・Ｔ別,シャワー,追焚機能,洗⾯台,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,間接照明,室内洗濯機置場,給湯,都市ガス,クッションフロア,都市ガス給湯,エアコン,ＣＳ,Ｂ
Ｓ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,モニタ付インターホン,
⽕災警報器（報知機）,バルコニー,エレベーター

京急本線 ⼤森町 徒歩5分

物件番号：69785884085

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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