
 

 

 

 

 

  

まだまだ残暑は厳しいとは言え、だいぶ涼しくなってきま

したね。秋は、一般に「スポーツの秋」、「読書の秋」、「食欲

の秋」、「芸術の秋」等と言われ、紅葉も美しいので「行楽の

秋」とも言われます。やりたいことはたくさんあるのに、気

が付いたら年末で忙しいなんてことにはなっていません

か？「手が空いたらやろう。」「やれたらやろう。」は、一生

出来ません。まずは、日程を決めてしまうのがやりたいこと

を必ず実現するコツです。 

岩本町賃貸センターでは、お部屋探しは勿論、不動産にまつわる悩みごと解消もお手伝いします。

貴方のやりたいことのお手伝いができるかもしれません。岩本町賃貸センターを今後とも何卒宜し

くお願い致します。 

さて、今年の秋に行きたい観光名所やデートスポット

を探してみました。（日本観光さんのトリップノート

より抜粋）マチュピチュに似た幻想的な絶景を望める

場所の一つ、竹田城跡。秋には雲海が発生し、その幻

想的な光景を一目見ようと全国から多くの観光客が押

し寄せるそうです。雲海の拝める時期は 9月～12

月、時間帯としては明け方頃から午前 7時半頃まで。

雲海は人生で一度は出会ってみたい絶景ですよね。絶

景と言えば、9～10 月は、彼岸花やコスモス畑が壮観

です。彼岸花は埼玉県にある巾着田曼珠沙華公園で、

9月中旬から下旬にかけて、約 500 万本もの曼珠沙華

が一斉に花開き、開花にあわせて「巾着田曼珠沙華ま

つり」が開催されます。コスモスは、高崎市を見下ろ

す鼻高町の丘に、秋は 4種・約 40万本ものコスモス

が咲き誇ります。一面に咲き誇る花畑は、日頃 SNS

ばかりのスマホに疲れた目の保養になるのでは…？ 

岩賃だより
 

 

8月 17日（土）歌舞伎町にてライブを行

いました。相変わらずの盛況っぷりでし

た。ボーカルの方は、とてもフレキシブル

な方で、ボーカルは勿論、ギター、ハーモ

ニカ、作詞、作曲と器用にこなします。あ

やかりたい！ 
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今月の新着情報！！

NO 物件種目 所在地 最寄駅 駅歩 賃料 管理費/共益費 使用部分面積 間取り 礼金/敷金 階

1 事務所 千代田区岩本町3丁目 岩本町 1分 ¥98,000 なし 34.56㎡ 2階

2 事務所 千代田区外神田３丁目 末広町 1分 ¥129,600 ¥19,440 24.65㎡ 8階

3 事務所 千代田区岩本町1丁目 小伝馬町 5分 ¥132,840 なし 40.66㎡ 2階

4 事務所 千代田区岩本町2丁目 岩本町 2分 ¥137,600 雑費￥2,700 49.56㎡ 2階

5 事務所 千代田区神田佐久間町３丁目 秋葉原 2分 ¥216,000 なし 42.97㎡ 5階

6 事務所 千代田区内神田1丁目 神田 4分 ¥228,614 ¥48,989 50.00㎡ 8階

7 貸店舗 千代田区岩本町2丁目 小伝馬町 3分 ¥267,840 なし 31.08㎡ B1階

8 事務所 中央区日本橋小伝馬町 小伝馬町 2分 ¥272,700 なし 64.23㎡ 3階

9 貸店舗・事務所 千代田区須田町1丁目 淡路町 1分 ¥306,900 ¥22,000 61.12㎡ 2階

10 貸店舗・事務所 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥368,550 なし 62.51㎡ 1階

11 事務所 千代田区岩本町1丁目 小伝馬町 3分 ¥388,800 雑費￥173 103.60㎡ 8階

12 事務所 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥414,400 賃料に含む 97.86㎡ 3階

13 貸店舗・事務所 千代田区外神田6丁目 末広町 2分 ¥450,300 ¥90,072 91.91㎡ 9階

14 賃貸マンション 千代田区岩本町3丁目 秋葉原 5分 ¥89,000 なし 22.61㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 5階

15 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 ¥105,000 ¥12,000 25.26㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 3階

16 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥110,000 ¥5,000 34.22㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 2階

17 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 ¥114,000 ¥10,000 31.28㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 2階

18 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 小伝馬町 4分 ¥119,000 ¥10,000 31.08㎡ 1K 礼金1.2ヶ月/敷金1ヶ月10階

19 賃貸マンション 千代田区岩本町1丁目 新日本橋 3分 ¥130,000 ¥10,000 30.13㎡ 1R 礼金1ヶ月/敷金2ヶ月 7階

20 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 ¥148,000 ¥7,000 31.39㎡ 1DK 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 6階

21 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 6分 ¥148,000 ¥12,000 32.09㎡ 1LDK 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 2階

22 賃貸マンション 千代田区神田須田町1丁目 淡路町 3分 ¥150,000 ¥10,000 29.02㎡ 1DK 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 7階

23 賃貸マンション 千代田区岩本町1丁目 小伝馬町 3分 ¥162,000 ¥13,000 34.54㎡ 1LDK 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 10階

24 賃貸マンション 千代田区神田練塀町 秋葉原 1分 ¥245,000 なし 41.49㎡ 1LDK 礼金0ヶ月/敷金2ヶ月 20階

25 分譲マンション 千代田区神田須田町2丁目 岩本町 1分 1,500万円 ¥5,525 19.43㎡ 1R 5階

26 分譲マンション 千代田区岩本町1丁目 馬喰横山 4分 2,430万円 ¥8,110 22.35㎡ 1K 2階

27 分譲マンション 千代田区神田佐久間町3丁目 秋葉原 4分 3,240万円 ¥9,130 30.48㎡ 1DK 7階

28 分譲マンション 千代田区岩本町2丁目 神田 6分 3,300万円 ¥7,100 30.19㎡ 1DK 14階

29 分譲マンション

築浅デザイナーズマンション　サブリース賃貸中

２０１９年６月新築　二人入居可　角部屋　インターネット使用無料

２０１６年６月築　ペット相談　楽器相談　オートロック

２０１9年8月新築　オートロック　床暖房　エアコン２台以上

オーナーチェンジ　IHクッキングヒーター　利回り5.44％

オーナーチェンジ　サブリース中　利回り4.34％

南向き　日当たり眺望良好　賃貸中　表面利回り約5.00％

オートロック　収納力大クローゼット　エレベーター

ペット相談　角部屋　バス・トイレ別　浴室乾燥機

デザイナーズマンション　２４時間防犯カメラ　オートロック

オートロック　浴室乾燥機　宅配BOX　バス・トイレ別

２０１８年２月築　ライオンズマンションの分譲賃貸物件　南向き

２０１６年１１月築　インターネット使用無料　オートロック

保証金8ヶ月 男女別トイレ　個別空調　機械警備　２４時間利用可

礼金1ヶ月/敷金4ヶ月 専有部分に男女別トイレあり　エレベーター

敷引１ヶ月　大型シューズクローク　２口コンロ

敷金１ヶ月償却　築浅デザイナーズマンション　分譲賃貸

礼金2ヶ月/敷金3ヶ月
償却1ヶ月 角部屋　エアコン２台以上　２０１９年１０月新築

保証金8ヶ月/償却1ヶ月 １階店舗（現入居テナント：銀行ATM ）　サービス・物販・スクール等

礼金1ヶ月/敷金2ヶ月
敷引1ヶ月 角部屋　２４時間利用可　男女別トイレ　動力あり

礼金1ヶ月/保証金8ヶ月
償却2ヶ月

２４時間利用可　２４時間セキュリティ　個別空調　光ファイバー

礼金1ヶ月/保証金6ヶ月
償却2ヶ月 イタリアン居抜き　地下１階　飲食店　

敷金6ヶ月/償却1ヶ月 ２４時間利用可　個別空調　光ファイバー　エレベーター

保証金6ヶ月/償却1ヶ月 駐輪場有　２４時間利用可　個別空調　光ファイバー

保証金6ヶ月/償却2ヶ月 角地　1階肉バル　光ファイバー　エアコン

保証金6ヶ月/償却2ヶ月 １フロア１テナント　シャワー室　新耐震基準　エアコン
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備考

礼金1ヶ月/保証金4ヶ月
償却1ヶ月

水天宮通り沿い　駅徒歩1分　視認性抜群　２箇所入口

礼金2ヶ月/敷金3ヶ月 ２４時間利用可　オートロック　シャワーブース


