
 

 

 

 

 

  

まさに日本の夏！がやってまいりました。というよりも、

特に高層ビルや高層マンションの建ち並ぶ都会は特にです

が、温暖化の影響か、例年よりヒートアイランド化とし、い

わゆる日本の夏ではなく、常夏の国のような暑さですね。冷

房と水分補給がないと命の危険も伴います。また、建物の内

外の気温差、お祭り等人混みでの感染等から夏風邪も流行っ

ているようです。くれぐれも無理はしないで、暑い時は、冷

房設備の整った室内で休み、喉が乾いてなくても水分補給を

しましょう。 

岩本町賃貸センターでは、暑い夏でもお部屋探しや不動産にまつわる悩みごと解消の為に日々頑

張っております。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、まだまだ夏休みに行きたいところは目白押し

かと思います。暑くても自然と戯れるもよし、冷房の

効いたお部屋で涼むもよし。岐阜県関市板取にある名

もなき池（通称 モネの池）は、透明度の高い湧水に

咲く睡蓮がとても美しく、まるで絵画の「モネの池」

よう。池には錦鯉が泳いでおり、まさに『和風モネの

池』美しすぎる～。岐阜県と言えば、下呂温泉。絶景

を拝み、温泉に入り、美味しいものを食べる。至福の

時間ですね。まだまだあります。夏の花と言えば、ヒ

マワリですね。ヒマワリ畑は全国にも複数ありますが、

弊社が社員旅行で行った筑波山にもあるらしく、筑波

山をバックにした約４ha の田畑に八重ひまわりを栽

培。約１００万本の花が辺り一面を埋め尽くす光景は

壮観です。令和元年 8月 24日（土）～9月 1日（日）

の 9日間なので、まだ間に合います。温泉もあります

よ！ 
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金魚すくいって難しいですよね。なんで

もポイの入水角度を水面となるべく平行

にして、金魚のパタパタする尾の部分を

ポイの外に出すようにすると、水圧の影

響を受けにくく、ホイホイ取れるのだと

か。 

岩賃ピックアップ 

Voｌ.0009  
2019.8 発行 

発行責任者 
岩本町賃貸センター 



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 千代田区内神田２丁目 神田 3分 ¥214,200 賃料に含む 50.57㎡ 6階

2 事務所 中央区日本橋小伝馬町 小伝馬町 2分 ¥392,400 ¥65,400 108.10㎡ 6階

3 事務所 千代田区神田練塀町 秋葉原 4分 ¥100,000 ¥6,000 20.3㎡ 8階

4 事務所 千代田区神田松永町 秋葉原 3分 ¥118,800 ¥10,800 22.14㎡ 4階

5 事務所 千代田区神田佐久間町３丁目 秋葉原 2分 ¥155,520 ¥38,880 39.67㎡ 5階

6 事務所 千代田区外神田2丁目 末広町 4分 ¥160,290 ¥35,620 58.89㎡ 2階

7 事務所 千代田区岩本町2丁目 岩本町 2分 ¥175,000 ¥52,500 57.85㎡ 8階

8 事務所 台東区台東１丁目 秋葉原 6分 ¥199,800 なし 62.29㎡ 2階

9 貸店舗・事務所千代田区神田東松下町 神田 5分 ¥226,800 なし 69.42㎡ 2階

10 事務所 千代田区須田町1丁目 神田 3分 ¥248,400 なし 67.60㎡
B1
1.2階

11 事務所 千代田区神田和泉町１丁目 秋葉原 4分 ¥270,000 なし 42.49㎡ 1階

12 事務所 千代田区東神田１丁目 馬喰町 5分 ¥390,200 ¥48,778 99.53㎡ 1階

13 貸店舗 千代田区内神田3丁目 神田 3分 ¥858,330 ¥111,265 105.1㎡ 1.2階

14 賃貸マンション 千代田区岩本町1丁目 神田 5分 ¥94,000 賃料に含む 22.41㎡ 1K 礼金0.5ヶ月/敷金1ヶ月 1階

15 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 ¥95,000 ¥7,000 22.56㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 2階

16 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 ¥105,000 ¥10,000 24.49㎡ 1R 礼金2ヶ月/敷金1ヶ月 10階

17 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥123,000 ¥10,000 31.26㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金0.5ヶ月 4階

18 賃貸マンション 千代田区岩本町3丁目 岩本町 3分 ¥127,000 ¥7,000 30.69㎡ 1K 礼金0ヶ月/敷金1ヶ月 12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 3分 ¥149,000 ¥10,000 32.09㎡ 1LDK 礼金1.5ヶ月/敷金なし 13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 ¥167,000 ¥10,000 45.60㎡ 1LDK 礼金1ヶ月/敷金2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 4分 ¥189,000 ¥8,000 63.38㎡ 2LDK 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 2階

24 賃貸マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 3分 ¥170,000 ¥15,000 41.64㎡ 1LDK 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 15階

25 分譲マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 2,250万円 ¥7,900 22.63㎡ 1K 4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 2,490万円 ¥8,110 22.35㎡ 1K 2階

27 分譲マンション 千代田区岩本町2丁目 岩本町 4分 5,250万円 ¥14,200 43.15㎡ 2LDK 5階

28 分譲マンション 千代田区岩本町1丁目 小伝馬町 2分 11,000万円 ¥19,670 70.27㎡ 3LDK 6階

29 分譲マンション

オーナーチェンジ　ペット飼育可　角部屋　表面利回り約4.3％

オートロック　対面キッチン　南向き　浴室乾燥機　CATV

フルリフォーム賃貸マンション　子供可　角部屋　南向き

２０１６年１０月築　分譲賃貸マンション　インターネット使い放題

２４時間ホームセキュリティシステム　オートロック　表面利回り約4.9％

オーナーチェンジ　サブリース契約中　予定利回り4.04％

2018年1月築　南東向き　角住戸　ペット飼育可

１階コンビニあり　デザイナーズマンション　ピアノ相談可

ペット相談　オートロック　バス・トイレ別　ウォークインクローゼット　

ペット可　礼金０キャンペーン中　オートロック　宅配BOX

オートロック　浴室乾燥機　宅配BOX　SOHO相談可

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

敷金ゼロ　2人入居可　バス・トイレ別　ペット可

保証金5ヶ月 男女別トイレ　光ファイバー　冷暖房

保証金12ヶ月/償却2ヶ月 1・２階セット　カフェなどの軽飲食に最適　内階段付きメゾネット

南向き　宅配BOX　光回線　浴室乾燥機

ペット相談　バス・トイレ別　浴室乾燥機　オートロック

敷金6ヶ月/償却2ヶ月 神田駅近　人気の高架下　冷暖房

礼金2ヶ月/敷金6ヶ月 地下1階～2階部分　３フロア一括貸し　事務所・倉庫・ショールーム等

礼金1ヶ月/敷金5ヶ月 角部屋　２０１９年８月新築　エアコン

敷金6ヶ月/償却2ヶ月 １フロア１オフィス　新耐震基準　個別空調

保証金150万円/償却2ヶ月 男女別トイレ　光ケーブル対応　機械警備　個別空調

敷金6ヶ月/償却2ヶ月 蔵前橋通り沿い　エレベーター　冷暖房

礼金1ヶ月/保証金6ヶ月
償却2ヶ月 個別空調　エレベーター　機械警備　2016年４月築

保証金6ヶ月/償却2ヶ月 １フロア１テナント　２４時間利用可　個別空調

敷金10ヶ月/敷引2ヶ月 ２４時間利用可　個別空調　光ファイバー
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備考

保証金6ヶ月/償却1ヶ月 タイルカーペット　機械警備　エレベーター不停止機能付き

保証金6ヶ月/償却2ヶ月 １フロア１テナント　セキュリティ設備完備　カードキー


