
 

 

 

 

 

 

  

2020年も残りわずか！！今年もいよいよ押し迫ってまいりま

した。今年を振り返ると、 本当に激動の一年だったと思います。

辛いこと、悲しいことも多かったと思いますが協力し合い、一生

懸命頑張っている人々の姿に感動する場面も多々ありました。大

変な世の中ですが、街中に輝くイルミネーションのように心にも

灯りをともして皆でこの状況を乗り越えていきたいですね。 

 12月といえばクリスマス！12/25はイエス・キリストの誕生

日だと思っていた方も多いのではないでしょうか？12/25はイエスの生誕を祝う日であって、誕

生日ではないらしいです。聖書にはイエスがいつ誕生したのか記載がないそうで、様々な諸説は

あっても正確なことは「わからない」とのこと。ではなぜイエスの生誕を祝う日が 12/25が選

ばれたのでしょうか？多くの歴史家によれば、異教の祭りがその時期に祝われていたためだと

か。岩賃 STAFFは今まで誕生日だと思っていたので衝撃を受けました！！ 

岩本町賃貸センターは、以下

の期間を冬季休業とさせてい

ただきます。ご不便をおかけ

しますが、ご了承の程よろし

くお願いします。  

＜令和 2年 12月 29日～      

令和 3年 1月 3日＞ 

今年も大変お世話になりまし

た。皆様ご健康には気をつけ

てよいお年をお過ごしくださ

い。来年もよろしくお願いい

たします(^_-)-☆ 

 

岩賃だより
 

 

て生長いく「水のパワー」、植物自体

の「生命パワー」などといった 

自然のエネルギーがふんだんに秘め

られています。 
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風水プチ知識 心理テスト 

観葉植物は葉っぱの「形」「生える向

き」で風水の「気」が決まるそうで

す。 

＜葉の形＞ 

・細く尖った葉▶鋭い気を発生させ

集中力を高めてくれる。 

・丸い葉▶穏やかで気を落ち着かせ

てくれる。 

＜葉の向き＞ 

・葉が上向き▶「陽」の性質で、活発

な気を発生させる 

・葉が下向き▶「陰」の性質、気を優

しく静める 

観葉植物で運気 UP！！

  

あなたの考え方がわかる 
 
Q. あなた宛てに差出人が不明の

手紙が届きました。手紙には「あり

がとう」だけが書かれています。手

紙の差出人は、次のうち誰だと思

いますか？ 

1.親 2.昔の恋人 

3. 友人  4. 知 ら な い 人

  

        4.恋 3.恋人 

4.友達 人 

4.友達  

---------------------------------------------------- 

☆↓先に見てはダメですよ↓☆ 

A 

1.あなたは責任感が強い人 

2.あなたは感受性が強い人 

3.あなたは周りを明るくできる人 

4.あなたは探求心が強い人 



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1丁目 小伝馬町 3分 ¥111,120 ¥18,520 30.62㎡ 8階

2 事務所 中央区日本橋浜町２丁目 浜町 2分 ¥121,000 ¥10,000 29.12㎡ 3階

3 事務所 千代田区神田東松下町 神田 4分 ¥283,600 なし 52.1㎡ 11階

4 貸店舗 千代田区岩本町２丁目 岩本町 5分 ¥122,573 ¥22,286 33.48㎡ 4階

5 事務所 中央区日本橋大伝馬町 小伝馬町 3分 ¥119,900 ¥5,500 26.90㎡ 5階

6 事務所 千代田区神田須田町１丁目 神田 5分 ¥196,961 ¥51,381 51.47㎡ 3階

7 事務所 千代田区神田須田町２丁目 秋葉原 5分 ¥127,000 ¥9,900 29.95㎡ 2階

8 事務所 台東区三ノ輪１丁目 三ノ輪 １分 ¥112,200 ¥4,400 30.62㎡ ４階

9 事務所 千代田区岩本町２丁目 岩本町 5分 ¥122,573 ¥22,286 33.48㎡ 4階

10 事務所 中央区入船３丁目 新富町 2分 ¥190,000 ¥52,000 57.09㎡ 6階

11 事務所 千代田区鍛冶町２丁目 神田 3分 ¥132,000 ¥11,000 28.60㎡ 2階

12 事務所 台東区上野１丁目 湯島 1分 ¥297,000 ¥22,000 54.12㎡ 6階

13 貸店舗・事務所 千代田区岩本町２丁目 岩本町 7分 ¥270,000 ¥27,000 89.25㎡ 5階

14 賃貸マンション 台東区千束１丁目 入谷 9分 ¥78,000 ¥5,000 25.62㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金なし 2階

15 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 3分 ¥81,500 ¥6,000 22.74㎡ 1R 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 9階

16 賃貸マンション 中央区日本橋箱崎町 水天宮前 3分 ¥75,000 ¥8,000 21.53㎡ 1K 礼金1ヶ月/保証金1ヶ月 2階

17 賃貸マンション 千代田区岩本町３丁目 秋葉原 3分 ¥77,000 ¥12,000 22.90㎡ 1R なし 3・9階

18 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 2分 ¥87,000 ¥8,000 22.71㎡ 1R なし 7階

19 賃貸マンション 千代田区東神田１丁目 馬喰町 3分 ¥76,000 ¥8,000 22.18㎡ 1K なし 9階

20 賃貸マンション 中央区日本橋堀留町２丁目 小伝馬町 ４分 ¥70,000 ¥7,000 22.86㎡ 1R 礼金1ヶ月/礼金1ヶ月 9階

21 賃貸マンション 千代田区神田須田町１丁目 秋葉原 6分 ¥80,000 なし 21.39㎡ 1R 礼金1ヶ月/敷金2ヶ月 10階

22 賃貸マンション 千代田区内神田２丁目 神田 3分 ¥97,000 ¥10,000 24.85㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 10階

23 賃貸マンション 千代田区鍛治町１丁目 神田 4分 ¥89,800 ¥10,000 22.72㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 5階

24 賃貸マンション 中央区日本橋蛎殻町１丁目 水天宮 2分 ¥118,000 ¥10,000 31.10㎡ 1K 礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 5階

25 分譲マンション 千代田区岩本町３丁目 岩本町 2分 5,200万円 ¥14,700 47.29㎡ 1LDK 8階

26 分譲マンション 中央区日本橋箱崎町 水天宮 3分 1,800万円 ¥6,100 20.22㎡ 1K 2階

27 分譲マンション 台東区竜泉３丁目 三ノ輪 5分 3,648万円 ¥10,550 40.58㎡ 1LDK 6階

28 分譲マンション 千代田区東神田３丁目 浅草橋 3分 3,495万円 ¥10,520 41.08㎡ 1LDK ８階

株式会社T・A・Sコーポレーション/岩本町賃貸センター ホームページ　https://tas-corporation.com/ メール　iwa-chin@tas-corporation.com　

平成18年築物件　モニター付オートロック　南向き

ネット無料　オートロック　宅配BOX　エレベーター

バス・トイレ別　角部屋　2口コンロ　オートロック　宅配BOX

バス・トイレ別　システムキッチン　浴室乾燥機　ディスポーザー

バルコニー　ウォークインクローゼット　駅徒歩2分　床暖房　浴室乾燥機

オーナーチェンジ　オートロック　バス・トイレ別　室内洗濯機置場

新築　　南向き住戸　日当たり良好　ALSOKの24時間セキュリティ有

宅配BOX　駅徒歩3分　オートロック　バス・トイレ別

システムガス　宅配BOX　エアコン　　オートロック　バス・トイレ別

オートロック　2口コンロ　室内洗濯機置場

エレベーター　宅配BOX　オートロック　敷地内ゴミ置き場あり

24時間ゴミ出し可能　敷地内コインランドリー　システムキッチン

ユニットバス　エアコン　エレベーター

敷金3ヶ月 １フロア１テナント　エアコン2台以上　即時引き渡し可　築浅

礼金2ヶ月/敷金6ヶ月 24時間利用可　エレベーター　複数線路利用可　照明器具あり

バス・トイレ別　オートロック　駐車場有

オートロック　バス・トイレ別　IHコンロ　角部屋　外国人相談

償却１ヶ月 24時間換気システム　IHコンロ　陽当たり良好　駅徒歩1分

敷金6ヶ月/償却2ヶ月 玄関オートロック　24時間セキュリティ　1階ロビーはホテル仕様

敷金2ヶ月 定期借家　角部屋　１フロア１テナント　専有部分にトイレあり

礼金8ヶ月/敷金１ヶ月 フリーレント2ヶ月　エレベーター　個別空調

保証金6ヶ月 バス・トイレ別　シャワー　光ファイバー　即入居可

礼金1ヶ月/敷金1ヶ月 オートロック　エアコン2台以上　宅配BOX　角部屋　最上階

保証金6ヶ月 角地で明るい　SOHO使用可　窓から景色がよい

償却1ヶ月 リニューアル済　LED照明　壁・天井塗り替え済　ウォシュレットトイレ

礼金1ヶ月/敷金1ヶ月
敷引1ヶ月

バス・トイレ別　光ファイバー　24時間セキュリティー　エレベーター
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備考

礼金1ヶ月/保証金5ヶ月/償却1ヶ月 エレベーター　ユニットバス　キッチン　電気コンロ　バルコニー　

敷金2ヶ月 家具家電付き　4駅5線路利用可能　礼金0円　駅徒歩2分


