
物　件　名 所在・沿線
 建ペイ率
　容積率

態様
担当

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 SRC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 SRC造地下1階地上8階建て 300% 天野

未公開 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分鉄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% 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

公開中　 千葉県成田市駒井野字新堀1705-1 1758.35㎡ 60% 専属

土地 万 成田空港まで車で約10 分 200% ゲン

未公開 東京都港区赤坂8-12-13-103 287.7㎡ 25.42㎡ 80%（60％） 一般

区分店舗 万 東京メトロ千代田線「赤坂」駅徒歩 9 分 300% ゲン

未公開 赤坂ロイヤルブラザー 東京都港區赤坂 2-13-8（Ｂ105号室） 742.30㎡ 21.3㎡ 80% 一般

区分店舗 区分店舗 万

東京メトロ千代田線
「赤坂」駅徒歩 2分

東京メトロ銀座線・南北線 500% ゲン

公開予定 東京都台東区元浅草4丁目2-12（805号室） 476.31㎡ 33.44㎡ 一般

区分ＭＳ 万 東京メトロ銀座線「田原町」駅徒歩 5 分 ゲン

万

台東区松が谷　マーサアパートメント
ハイツ

2,450
賃料\135,000/ 月（ワインバー賃貸中）

利回り6.61％鉄筋コンクリート造7階建て

RC造地上13階建て 、社会人）賃貸契約は1回更新しました。利回り4.2％

シティインデックス元浅草
区分マンション 4,000 賃料￥140,000/ 月（賃貸中（2018/9～2020/9）、40代男性

千葉県成田市駒井野更地 5,800 ※市街化調整区域

鉄筋コンクリート造4 階建て 利回り5.88％

公
　
開
　
中

更地 レインズにて公開

アゼリア赤坂
区分店舗 2,000

賃料\98,000/ 月（整骨院に賃貸中）
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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 新宿区北新宿4-4-4 敷１ 礼１ 媒介

貸MS 万 総武線「大久保」駅徒歩８分 折茂

公開中 新宿区改代町２０ 敷１ 礼1 専任

貸AP 万 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」3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 目黒区柿の木坂2-1-3 敷１ 礼１ 媒介

貸MS 万 東急東横線　「都立大学」徒歩１２分 折茂

公開中 渋谷区代々木1-5-15 敷１ 礼１ 媒介

貸MS 万 山手線「代々木駅」徒歩５分 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0 媒介

貸ＭＳ 万 京浜東北線「関内駅」徒歩11分 折茂

公開中 総武線「東中野」徒歩３分 敷１ 礼１ 媒介

貸MS 万 中野区東中野1-35-4 折茂

公開中 東武伊勢崎線　「五反野」徒歩9分 敷４ 礼１ 媒介

貸店舗 万 足立区梅田2-4-1５ 折茂

公開中 山手線「田端・西日暮里駅」徒歩７分 敷１ 礼１ 媒介

貸MS 万 北区田端1-10-17 折茂

公開中 東急東横線　「白楽駅」徒歩１２分 敷１ 礼１ 貸主

貸AP 万 横浜市神奈川区白幡仲町12-6 折茂

公開中 荒川区町屋8-12-19 敷１ 礼１ 媒介

三田東中野コーポ305

軽量鉄骨2階建て2階部分 AD200％　

金島アパ―ト301号室 7 3 空室 即時
管理費5.000円・2人入居可・収納豊富・ガスキッチン

コーポカエデ201・202 4.8 空室 即時
管理費２，０００円・保証会社必須

木造３階建て１階部分 閑静な住宅街・設備充実・２駅徒歩１０分圏内

SRC造8階建て1階 ＡＤ２００％・現状渡し予定

北区田端戸建て１階 10.8 空室 即時
管理費３０００円・２人入居可・保証会社必須

ＲＣ造６階3階部分 ガスキッチン・3点ユニット・モニター付きインターフォ

ワコー第九梅田マンション　10１号
室 10.8 空室 相談

飲食店・街道沿い・1階店舗・保証会社必須

5.8 空室 相談
管理費2000円・保証会社必須（Jリース）

ＳＲＣ造10階建て7階部分 保証会社必須・ＩＨキッチン・三点ユニット・電気温水

木造2階建て ※保証会社必須・インターネット無料・※プロパンガス

セザール伊勢佐木704 5.8 空室 即時
管理費無し・洗濯機置場無・1階コインランドリー有/AD10

Ｓｔａｇｅ北綾瀬103・203 5.7 空室 即時
管理費3500円・ガスキッチン・独立洗面台

ＳＲＣ造９階建て８階部分 エレベーター・平成２４年フルリフォーム済み

木造２階建て モニター付きインターフォン・洗面台・ＩＨキッチン

マンション雪ヶ谷804号室 8.5 空室 即時
管理費無・２人入居可・外国籍相談・AD100％

定期借家契約2年間・再契約不可

鎌倉腰越新築
※１０１号室のみ申込有 6～10 建築中 即時

管理費3.000円  ＡＤ200

アパガーデンピア代々木508 8.5 空室 即時
管理費１０，０００円・保証会社必須

RC造7階建て5階部分

ＲＣ造５階建て３部分 分譲マンション　※保証会社アーク賃貸保証

木造３階建２階部分 ＡＤ２００％・オートロック・築浅

メゾンドペーシェ３０７号室 5.9 空室 即時
管理費無　・保証会社必須・生活保護・外国籍相談

リブ野方202号室 5.4 空室 即時

木造2階建て2階部分 ２路線利用可能・近隣に商業施設・

RC造7階建て4階部分 平成25年リフォーム済み

プロミネ神楽坂　201号室 6.9 空室 相談
管理費4,000円・貸主非居住者・

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

朝日プラザ北新宿407号室 7.3 空 相談
管理費12.000円・バストイレ別・オートロック

相談
管理費12.3万円

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 33.9 空

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
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貸ＭＳ 万 千代田線「町屋」駅徒歩14分 折茂

公開中 台東区浅草橋５－１８-3 敷１ 礼0 媒介

駐車場 万 総武線「浅草橋駅」徒歩8分 折茂空地 賃料37,800円（税込み）
浅草橋駐車場 3.申7 空 即

駐車場として1台

鉄骨3階建て 室外洗濯機置場・エアコン1基・ＡＤ100
金島アパ―ト301号室 7.3 空室 即時


	2018 



