
 

 

 

 

月日が経つのは本当に早いもので、2021 年に入ってもう 2 月！！

正月太りがまだまだ解消されていませんが(泣)2 月も楽しいイベントが

ありますね♪節分が 124 年振りに 2/2 だったことも話題に！！ 

もう少しで……＜＜バレンタインデー♡＞＞最近では相手の方にチョ

コを渡すよりも、自分自身にご褒美としてチョコレートを購入される方

が多いようです。見ているだけ幸せになるような美しくて美味しいチョ

コレートがたくさんありますよね(*’ω’*)今年はお家時間を過ごすことが多いので手作りチョ

コレートに挑戦する方も多いのでは？私は定番のトリュフを作ろうと思っています＊＊＊＊ 

岩本町賃貸センターでは、今年もバレンタイン限定のハート型どら焼きをご用意しました！！

麻布青野総本舗さんのどら焼きはとても美味しいとお客様からも好評いただいております♪ 

まだまだ寒い日が続きますが、岩本町賃貸センターは元気に営業しております！！お部屋・事

務所等をお探しの方、ご相談だけでもお気軽にお待ちしております(*’ω’*)★  
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Twitter始めました！！  

フォローお願いします♪ 

ID:＠iwachin_tas 



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 千代田区九段南１丁目 九段下 1分 ¥42,000 なし 4.33㎡ 1階

2 事務所 千代田区神田神保町２丁目 神保町 1分 ¥45,650 ¥5,500 3.10㎡ 1階

3 事務所 千代田区岩本町２丁目 神田・岩本町 5分 ¥80,000 ¥24,000 26.44㎡ 4階

4 貸店舗 千代田区岩本町１丁目 小伝馬町 3分 ¥86,300 ¥17,260 28.52㎡ 7階

5 事務所 千代田区丸の内１丁目 東京 直結 ¥86,900 なし 4.00㎡ 21階

6 事務所・住居 千代田区神田猿楽町１丁目 神保町 5分 ¥90,000 ¥5,000 30.96㎡ 4階

7 事務所 千代田区九段南４丁目 市ヶ谷 6分 ¥110,000 ¥12,000 30.01㎡ 3階

8 事務所 千代田区岩本町２丁目 小伝馬町 5分 ¥110,000 なし 33.05㎡ 6階

9 事務所 千代田区神田須田町２丁目 秋葉原 5分 ¥121,220 ¥41,580 35.80㎡ 3階

10 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

11 貸店舗・事務所 千代田区神田神保町１丁目 神保町 2分 ¥262,210 ¥40,340 66.76㎡ 6階

12 事務所 千代田区東神田３丁目 岩本町 7分 ¥356,000 なし 80.27㎡ 1～3階

13 貸店舗・事務所 千代田区三崎町２丁目 水道橋 1分 ¥550,000 なし 230.88㎡ 1～5階

14 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 2分 ¥73,000 ¥5,000 20.36㎡ 1R 敷金１ヶ月/礼金１ヶ月 7階

15 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 3分 ¥75,000 ¥12,000 22.74㎡ 1K なし 4・9階

16 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 3分 ¥78,000 ¥10,000 22.66㎡ 1R 敷金１ヶ月/礼金１ヶ月 10階

17 賃貸マンション 千代田区岩本町３丁目 岩本町 3分 ¥80,000 ¥10,000 21.54㎡ 1R 敷金１ヶ月/礼金１ヶ月 3階

18 賃貸マンション 千代田区岩本町3丁目 岩本町 2分 ¥87,000 ¥10,000 22.80㎡ 1K なし 9階

19 賃貸マンション 千代田区岩本町３丁目 岩本町 3分 ¥87,500 ¥7,000 22.61㎡ 1K 礼金１ヶ月 9階

20 賃貸マンション 千代田区岩本町３丁目 岩本町 1分 ¥95,000 ¥5,000 27.93㎡ 1K 敷金１ヶ月/礼金１ヶ月 7階

21 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 4分 ¥99,000 ¥10,000 23.20㎡ 1K 敷金１ヶ月/礼金１ヶ月 2階

22 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 6分 ¥100,000 ¥23,000 25.26㎡ 1K 礼金１ヶ月 4階

23 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 5分 ¥113,000 ¥8,000 30.52㎡ 1K 敷金１ヶ月/礼金１ヶ月 9階

24 賃貸マンション 千代田区岩本町２丁目 岩本町 4分 ¥144,000 ¥16,000 30.04㎡ 1LDK 敷金１ヶ月/礼金１ヶ月 10階

25 分譲マンション 千代田区岩本町３丁目 岩本町 1分 2,350万円 ¥6,830 22.75㎡ Ｐ 3階

26 分譲マンション 千代田区東神田３丁目 浅草橋 3分 2,400万円 ¥8,300 25.83㎡ 1K 5階

27 分譲マンション 千代田区岩本町３丁目 岩本町 2分 2,780万円 ¥6,700 22.44㎡ 1K 8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 7,000万円 ¥15,510 55.40㎡ 2LDK 4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/

10線路9駅利用OK　2013年5月築　プライバシーの高い間取り設計

一棟貸しテナント(1～5階）　業種応相談　駅チカ徒歩1分

家具家電付き　全フロアエアコンあり　インターネット無料

駅チカ徒歩2分　ルーフバルコニーあり　靖国通り沿い

男女別トイレ（ウォシュレット)　LED照明　エレベーター　3駅利用OK

敷金２ヶ月/礼金１ヶ月 駅チカ　オートロック　ユニットバス　キッチン　エレベーターあり

敷金３ヶ月/礼金２ヶ月

オーナーチェンジ物件　賃貸は家賃月額85,000円　オートロック

3駅利用OK　バストイレ別　オートロック　宅配BOX

10線路8駅利用OK　浴室・トイレ別　オートロック　フロントサービス

敷金５ヶ月/礼金２ヶ月 明るいオフィス　入居日相談　内装工事予定有　光ケーブル対応OK

敷金５ヶ月/礼金１ヶ月/償却１ヶ月 駅チカ　10階建て　小伝馬町駅徒歩3分　岩本町駅徒歩5分

敷金２ヶ月 東京駅直結　大手町徒歩3分　水道・電気・清掃・カフェ・電話代含む

敷金・礼金なし

敷金５ヶ月/礼金１ヶ月/償却２ヶ月

償却１ヶ月

保証金６ヶ月

敷金６ヶ月/償却２ヶ月 1フロア1室　最上階　駅チカ　SOHO可能物件　人気エリア

駅チカ　オートロック　防犯カメラ　駐輪場あり　バストイレ別
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備考

なし フリーレント2ヶ月　初回保証料0円　インターネット無料　

なし 駅チカ　リモートワークにおすすめ　共有部にトイレ・洗面、冷蔵庫あり

4階＆6階に空きあり　岩本町駅・神田駅からも徒歩6分

敷金６ヶ月/償却２ヶ月 4駅利用OK　光ケーブル引き込みOK　即日入居OK

駅チカ1分　オートロック　防犯カメラ　バストイレ別　クローゼット

複数路線利用OK　角部屋　分譲賃貸　オートロック　浴室乾燥機

駅チカ　複数路線利用OK　オートロック　バストイレ別

駅チカ　オートロック　独立洗面台　分譲マンション　角部屋

駅チカ　オートロック　角部屋　ガス3口コンロ　1LDK　独立洗面台

駅チカ　角部屋　2事務処理用・2人入居相談OK　エアコンあり

駅チカ　敷金礼金ゼロ　バストイレ別　オートロック　宅配BOX

バストイレ別　オートロック　クローゼット　宅配BOX　角部屋

駅チカ　指紋照合式オートロック　バストイレ別　三重教科ガラス

駅チカ　オートロック　バストイレ別　システムキッチン(2口コンロ)


