
 

 

 

 

 

  

年が明けて早いもので、半年が過ぎてしまいましたね。6月は、

梅雨ということもあり、なんとなくドヨ～ンとした気分になりが

ち！巷の不動産屋さんでは、年明けから 3月くらいまでは繁忙期

と呼ばれ、猫の手も借りたいくらいに忙しい反面、夏から 12 月

にかけては閑散期です。岩本町賃貸センターでは、ご依頼を頂く

お客様は、日頃お世話になり懇意にして頂いている顧客の皆様方

のご紹介が大半を占めております。その為、多少の差ありますが、

１年を通じてまんべんなく忙しさはあまり変わりません。繁忙期

が無い分、ひとりひとりのお客様に何十倍ものサービスを込める

事が可能なのです。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、梅雨の季節は、皆様はどの様にお過ごしでしょう

か？毎日雨だし・・・。なんて！梅雨の時期だからこそ行

きたくなる場所も日本中にはたくさんあるではないです

か！京都の三室戸寺は 6月には紫陽花が咲き誇り、それは

もう美しく壮観な眺めは訪れる人々をウットリさせるそ

うです。夜はライトアップされ、幻想的なノスタルジーに

浸れそうです。梅雨の時期で憂鬱になり、更に倦怠期を迎

えたカップルの方々には特におすすめだと思います。中で

も、どこかに咲いているピンクのハート型の紫陽花を見つ

けることが出来たら恋愛が成就するとかしないとか・・・。

なんてロマンティックなのでしょう！滋賀県の琵琶湖で

は、天の川ほたる祭りが開催されるそうです。無数の蛍が

乱舞するそうです。こちらも見逃せなさそうですね。気軽

にインドア派なら猫カフェやうさぎカフェなんてどうで

しょう。憂鬱な気分も可愛い動物たちに癒されますよ。 

 

 

 

岩賃だより
 

 

8 月 10 日、17 日は恒例ライブを行いま

す。激しいロックで梅雨も暑さも吹き飛

ばそう！ 
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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 貸店舗 千代田区神田和泉町 秋葉原 4分 ¥416,500 なし 67.11㎡ 1階

2 事務所 千代田区鍛冶町2丁目 神田 2分 ¥131,280 ¥17,123 34.96㎡ 5階

3 事務所 千代田区外神田2丁目 秋葉原 3分 ¥140,000 なし 27.30㎡ 2階

4 事務所 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥222,000 ¥74,000 75.51㎡ 5階

5 事務所 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 ¥248,400 ¥49,140 75.11㎡ 4階

6 事務所 千代田区神田富山町 神田 3分 ¥257,460 賃料に含む 60.79㎡ 2階

7 事務所 千代田区神田須田町2丁目 岩本町 4分 ¥300,000 賃料に含む 67.43㎡ 4階

8 事務所 千代田区神田東松下町 岩本町 4分 ¥306,288 賃料に含む 52.10㎡ 4階

9 事務所 千代田区岩本町神田松永町 秋葉原 3分 ¥314,440 ¥67,380 74.25㎡ 5階

10 事務所 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥358,020 ¥126,360 128.70㎡ 7階

11 事務所 千代田区東神田1丁目 馬喰町 5分 ¥390,225 ¥48,778 99.36㎡ 1階

12 事務所 千代田区岩本町3丁目 岩本町 2分 ¥644,840 ¥138,180 152.26㎡ 4階

13 事務所 千代田区岩本町3丁目 岩本町 2分 ¥660,000 ¥33,000 109.10㎡

14 賃貸マンション 千代田区岩本町3丁目 岩本町 3分 ¥89,000 ¥10,000 23.44㎡ 1K
礼金0ヶ月/敷金1ヶ月

保証金1ヶ月 6階

15 賃貸マンション 千代田区岩本町1丁目 神田 6分 ¥91,000 ¥8,800 22.41㎡ 1K 礼金0ヶ月/敷金1ヶ月 6階

16 賃貸マンション 千代田区東神田2丁目 岩本町 5分 ¥94,000 ¥9,000 22.60㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金0ヶ月 3階

17 賃貸マンション 千代田区岩本町3丁目 岩本町 3分 ¥95,000 なし 23.00㎡ 1R 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 6階

18 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥96,000 ¥10,000 25.47㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金0.5ヶ月 3階

19 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 ¥102,000 ¥10,000 25.42㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 4階

20 賃貸マンション 中央区日本橋小伝馬町 小伝馬町 3分 ¥115,000 ¥6,000 26.54㎡ 1K 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 小伝馬町 4分 ¥116,000 ¥9,000 31.77㎡ 1K 礼金1.5ヶ月/敷金1ヶ月 12階

22 賃貸マンション 千代田区岩本町1丁目 新日本橋 3分 ¥155,000 ¥10,000 37.10㎡ 1LDK 礼金1ヶ月/敷金2ヶ月 7階

23 賃貸マンション 中央区日本橋小伝馬町 小伝馬町 1分 ¥169,000 ¥15,000 35.31㎡ 1LDK 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 8階

24 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 2分 ¥177,000 ¥10,000 43.61㎡ 1LDK 礼金1ヶ月/敷金2ヶ月 11階

25 分譲マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 5分 3,100万円 ¥7,400 30.52㎡ 1K 10階

26 分譲マンション 千代田区外神田4丁目 秋葉原 5分 4,580万円 ¥10,700 45.81㎡ 1LDK 3階

27 分譲マンション 千代田区外神田4丁目 秋葉原 5分 7,280万円 ¥9,200 52.59㎡ 1LDK 16階

28 分譲マンション 千代田区神田東松下町 岩本町 1分 10,780万円 ¥19,460 71.55㎡ 2LDK 25階

29 分譲マンション

最上階　角部屋　コンシェルジュサービス　2018年4月築

南向き　SOHO相談可　オートロック　宅配BOX

ペット飼育時敷金1ヶ月積増　ウォークインクローゼット

オートロック　浴室乾燥機　宅配BOX　南西向き

オーナーチェンジ　ペット飼育可　2013年5月築

オーナーチェンジ　ペット相談　バイク置場あり　2014年3月築

ペット飼育可　フィットネススクエア　眺望良好　コンシェルジュサービス

家具家電付き賃貸マンション　インターネット接続無料

オートロック　浴室乾燥機　バス・トイレ別　エアコン

ウォークインクローゼット　宅配BOX　角部屋　バス・トイレ別

デザイナーズマンション　ウォークインクローゼット

新築6/6入居開始　角部屋　オートロック　宅配BOX

ガーラコンシェルジュサービス　角部屋　高層階眺望良好

保証金6ヶ月/償却2ヶ月 靖国通り　24時間使用可　男女別トイレ　機械警備

敷金4ヶ月 地下１階＋1階＋2階　内装フルリノベーション

秋葉原駅徒歩3分　独立洗面台　敷引/償却1ヶ月契約時

角部屋　二面採光　バス・トイレ別　南向き

礼金2ヶ月/保証金4ヶ月 男女別トイレ　個別空調　24時間使用可

保証金1,989,000円/償却2ヶ月 24時間使用可　男女別トイレ　個別空調

保証金5ヶ月 男女別トイレ　機械警備あり　更新料なし

保証金8ヶ月/償却2ヶ月 個別空調　24時間使用可　2面採光で明るいオフィス

保証金6ヶ月/償却1ヶ月 オートロック　シャワールーム　1フロア1テナント

保証金6ヶ月 賃料に共益費・水道料込み　温水洗浄便座トイレ

保証金6ヶ月/償却1ヶ月 ウォシュレットトイレ新設　室内ＬＥＤ照明

保証金4ヶ月 24時間利用可　個別空調　エレベーター

保証金4ヶ月/償却なし ＡＬＳＯＫ　温水便座トイレ　24時間使用可能
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備考

保証金8ヶ月 1階路面店　視認性よくショールーム最適　飲食不可

保証金5ヶ月 最上階　個別空調　制震構造


