
物　 件　 名 所在・ 沿線
 建ペイ 率
　 容積率

態様
担当

荒川区南千住５丁目　3-5 25.94㎡ 80％（90％） 売主

万 日比谷線「南千住」駅徒歩6分 300% 金

世田谷区大原1-24-4 29.35㎡ 売主

万 京王井の頭線「新代田駅」徒歩６分 小野寺

世田谷区代沢五丁目1112-3 23.15㎡ 売主

万 京王井の頭線「下北沢」駅徒歩5分 安藤

中央区月島4-1-10 28.80㎡ 売主

万 大江戸線「月島駅」徒歩７分 小野寺

足立区梅田二丁目４－１５ ５３．７６㎡ 80% 売主

万
「北千住」駅徒歩26分　「五反野駅」徒歩

9分 500% 天野

北区東十条四丁目 228.42㎡ 売主

万 ＪＲ京浜東北線「東十条」駅徒歩5分 厳

売主

厳

台東区清川1-20-1 面積 16.32㎡ リフォームして販売予定、予定賃料は53700円。 売主

万 日比谷線【南千住】１１分 4階 トウ

川崎市川崎区南町2-24 208.27㎡ 37.37㎡ 80% 売主

万 京浜東北線 500% 厳

板橋区中台一丁目19-15 91㎡ 167.26 60% 売主

万 東武東上線　上板橋１０分 200% 厳

船橋市芝山中古戸建 土地　148.91㎡　　　　建物 112.2㎡ 50% 売主

万 京葉高速線【飯山満駅】14分 100% 三谷

墨田区菊川１－１１－１７　　　　　　土地106.41㎡　建物：307.85㎡ 60％（70％） 売主

万 都営新宿線「菊川」駅から４分 300% 鄧岩

未公開 松戸市六実２－１５－１０ ３００．４２㎡建物１２２．０４㎡ 60% オーナーチェンジ・１１．１９％ 売主

万 東武野田線「六実」駅徒歩６分 160% 安藤

世田谷区喜多見3-22-9 248.58㎡ 40% 売主

万 小田急線「成城学園前」駅徒歩23分 80% 天野

板橋区宮本町８－１０ 土地27.98㎡ 43.26㎡ 60% 売主

万 地下鉄三田線【板橋本町駅】４分 200% 天野

船橋市芝山中古戸建 2,180 植栽手入、クリーニング済

木造スレート葺2階建

ライオンズマンション川崎駅南 1,380 賃料￥120,000 利回り　10.4%

鉄筋コンクリート造

台東区清川一丁目区分 680

オーナーチェンジ・表面利回り１０．０２%　

表面利回り3.79%　

上物はエルミ東十条　地代月額￥65,626

Ｈ３０年５月末リフォーム完成済

マンションロダン　202号室 1,680 当社サブリース２年　６万/月　賃借人退去予定　

RC造陸屋根4階建2階部分 近隣に多数の商業施設あり・案内時注意

50㎡弱（未定）

荒川区南千住建築条件付土地
荒川区南千住新築戸建

2480
4080

土地たけ販売可、建築条件付き、建築確認申請中

2018/10/19

レ イ ンズ/種別 価　 格
地積 / 建物面積

　 建物構造
備　 考

ローザ新代田 1,880 Ｈ３０年６月末リフォーム完成予定

未公開

土地

公開中

区分ＭＳ

区分事務所

未公開

底地

公開中

区分ＭＳ

公開中

区分ＭＳ

公開中
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月島福寿マンション 1,880

足立区梅田 未定

北区東十条四丁目底地 2,080

未公開

公開中

区分事務所

未公開

区分ＭＳ

松戸市六実二丁目AP

未公開
板場区中台一丁目

未公開
墨田区菊川一丁目一棟ビル

AP

一棟ビル
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再建築不可アパート
　木造瓦葺２階建て

中古戸建

未公開
板橋区宮本町

未公開
喜多見土地

但し書き道路

土地

中古戸建

3,680

オーナーチェンジ・利回りは9.58％、空室相談可能

鉄筋コンクリート造５階建

連棟式２階建

木造２棟AP １室空室有・ガス会社引継要する

17,800

MINAMIAOYAMA REAL ESTATE
南青山リアルエステート株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山7-10-7 バルビゾン39番館 7階

TEL 03-6427-3156 FAX 03-6427-3157

MINAMIAOYAMA REAL ESTATE
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〒107-0062 東京都港区南青山7-10-7 バルビゾン39番館 7階

TEL 03-6427-3156 FAX 03-6427-3157
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物　 件　 名 所在・ 沿線 現況 入居時期
態様
担当

公開中 渋谷区神泉町16-4 敷2 礼2 専任

貸戸建 万 山手線「渋谷」駅徒歩12分 吉田

公開中 豊島区駒込一丁目34-2 保6 礼0 専任

貸事務所 万 ＪＲ山手線「駒込」駅徒歩1分 横田

公開中 葛飾区柴又5-10-1 保４ 礼1 貸主

貸事務所 万 京成金町線「柴又」駅徒歩７分 折茂

公開中 品川区南大井3-25-14 敷３ 礼１ 専任

貸事務所 万 ＪＲ京浜東北線「大森」駅徒歩７分 折茂

公開中 中野区野方2-61-8 敷１ 礼１ 管理費３，０００円・１年未満解約違約有・保証会社 貸主

貸ＡＰ 万 西武新宿線「野方駅」徒歩９分 折茂

公開中 媒介

貸MS 万 折茂

公開中 新宿区新宿７－１８－６ 敷１ 礼１ 媒介

貸MS 万 副都心線「東新宿」駅徒歩４分 ＲＣ造８階建 折茂

公開中 神奈川県鎌倉市腰越4-7-26 敷１ 礼０ 貸主

貸MS 万 江の島電鉄「腰越駅」徒歩７分 折茂

公開中 大田区東雪谷2-4-1 敷１ 礼１ 媒介

貸MS 万 東急池上線「石川台駅」徒歩３分 折茂

公開中 足立区北加平町6-3 敷１ 礼１ 媒介

貸ＡＰ 万 千代田線「北綾瀬」徒歩13分 折茂

公開中 横浜市中区若葉町3-43-1 敷１ 礼１ 媒介

貸ＭＳ 万 京浜東北線「関内駅」徒歩11分 折茂

公開中 マンション恵比寿苑 山手線「恵比寿駅」徒歩10分 敷１ 礼１ 媒介

貸ＭＳ 508 万 目黒区中目黒1-1-17 折茂

公開中 媒介

貸MS 万 折茂

公開中 媒介

貸ＭＳ 万 折茂

公開中 荒川区町屋8-12-19 敷１ 礼１ 媒介

貸ＭＳ 万 千代田線「町屋」駅徒歩14分 折茂

９月上旬8/中旬退去
ＡＤ２００％・オートロック・築浅

空室 相談
管理費込・貸主非居住者・解約時償却１カ月

２路線利用可能・近隣に商業施設・
藤和大森コーポ110号室

リブ野方202号室 5.4

8.64
ＲＣ造８階建１階部分

木造３階建２階部分

空室

Ｓｔａｇｅ北綾瀬103・203 5.7
木造2階建て

空室

即時
ＳＲＣ造地下１地上10階５階部分

セザール伊勢佐木704 5.8
ＳＲＣ造10階建て7階部分

空室

即時
管理費3500円・ガスキッチン・独立洗面台

即時

インターネット無料・※プロパンガス

管理費無し・洗濯機置場無・1階コインランドリー有

ＩＨキッチン・三点ユニット・電気温水器

鎌倉腰越新築 6～10
木造２階建て

建築中 １１/上旬
管理費3.000円

モニター付きインターフォン・洗面台・ＩＨキッチン

管理費10.000円・眺望良好・管理体制良好

外国籍相談・エアコン１基・システムキッチン

7.3 空室 即時
鉄骨3階建て 室外洗濯機置場・エアコン1基・ＡＤ100

ドルチェ新宿壱番館 7.6 空室 １０/上旬

金島アパ―ト301号室
管理費5.000円・2人入居可・収納豊富・ガスキッチン

モニター付きインターフォン・エレベーター・ＩＨコンロ

管理費3.000円　貸主非居住者・オートロック

ＲＣ７階建１階部分 学習塾等に最適・楽器利用相談・
コスモ柴又103 空 相談

管理費2.160円・解約時償却１ヶ月・ＡＤ200％

33.9 空 相談
管理費12.3万円

ＳＲＣ造地下１階付9階建3階部分 鍵交換費有・トイレ男女別・オートロック

木造3階建 「神泉」駅迄徒歩2分
渋谷区神泉町　築浅戸建 58 居住中 相談

築浅 ・ 角地 ・ 駐車場 ・ ロフト付3階建

ヒルクレスト駒込　3階部分

　 　 　 　 　 南青山リ アルエステート 株式会社　 　 賃貸物件一覧表
お問合せ先

〒107-0062　 　 港区南青山7-10-7-7階

TEL 03-6427-3156　 FAX 03-6427-3157

レイ ンズ/種別 価　 格 条件 / 建物構造 備　 考

マンション雪ヶ谷804号室 8.5 管理費無・２人入居可・外国籍相談

エレベーター・平成２４年フルリフォーム済みＳＲＣ造９階建て８階部分
空室 即時

内見停止

申



物　 件　 名 所在・ 沿線
 建ペイ 率
　 容積率

態様
担当

未公開

万

未公開 西荻サンケｰマンション　６０１号室 2,980 杉並区上荻4-6-7 47.38㎡ 80% 社長

区分ＭＳ 万 中央線「西荻窪駅」徒歩６分 RC造地下1階地上8階建て 300% 天野

未公開 西荻サンケｰマンション　４０３号室 2,480 杉並区上荻4-6-7 39.27㎡ 80% 社長

区分ＭＳ 万 中央線「西荻窪駅」徒歩６分 RC造地下1階地上8階建て 300% 天野

未公開
台東区松が谷　マーサアパートメン

トハイツ 23,160 台東区松が谷二丁目２３－４ 80% 専任

一棟ＭＳ 万 つくばエクスプレス【浅草】駅徒歩７分 骨造亜鉛メッキ銅板葺８階建 500% 横田

公開中　 練馬区貫井1棟ＭＳ 9,980 練馬区貫井2-26-3 248.15㎡ 278.46㎡ 60% レインズにて公開 一般

1棟ＭＳ 万 西武池袋線「中村橋」徒歩約７分 木造2階建　地下1階 200% ゲン

未公開 中野区本町4 丁目3 階部分 5,980 東京都中野区本町4-44-14 120.48㎡ 80% 区分事務所！利回り７．９％ 一般

区分ＭＳ 万 東京メトロ丸の内線「新中野」 駅徒歩１分 RC 造6 階建て 地下1 階 500% 賃料収入4,727,000 円(年額) ゲン

万

  

万

  

万

万

公
　
開
　
中
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