
■１棟募集一覧
備考空室数 AD築年広さ(㎡)間取共益費賃料物件名アクセス

200～200【新築】RC造りマンション設備充実・ペット飼育可能！！82021.0225.53～20.031K～1R10,000～10,00088,000～70,000Centro Aoto京成本線 青砥駅 徒歩1分

100～100【新築】引越し応援キャンペーン！お客様へ５万円ﾌﾟﾚゼント102021.0219.70～19.421R～1R7,000～7,00077,000～71,000CASA PIAZZA 葛飾立石京成押上線 京成立石駅 徒歩2分

100～100【新築】インターネット無料！！独立洗面台付き！62021.0320.04～20.021R～1R8,000～8,00071,000～68,500ティーグル四ツ木京成押上線 四ツ木駅 徒歩4分

100～100【新築】お引越し応援キャンペーン！お客様へ５万円プレゼント！82021.0331.10～18.241LDK～1R7,000～7,000125,000～83,000CASA　FERIO京急本線 京急蒲田駅 徒歩4分

250～250【新築】ハイグレード分譲仕様172021.0125.52～25.511DK～1DK12,000～12,00084,000～78,000（仮称）プラチナスクエア東京六郷京急本線 雑色駅 徒歩7分

100～100【新築】新宿徒歩圏内・渋谷までバス1本！インターネット使い放題♪122021.0220.80～20.021R～1R8,000～8,000105,000～91,000クオリア渋谷本町京王線 初台駅 徒歩5分

150～150【新築】新入居者様へ3万円プレゼントキャンペーン中！12021.0230.88～30.571LDK～1LDK8,000～8,000131,000～129,000グランニール代田橋京王線 代田橋駅 徒歩3分

100～100貴重なペット可！設備充実32021.0348.64～36.901LDK～1K12,000～12,000148,000～105,000ティエラ梅ヶ丘小田急小田原線 梅ケ丘駅 徒歩4分

200～200【新築】ＡＤ＋5万円キャンペーン中！！52020.1224.39～22.431K～1K12,000～12,000113,000～106,000コンポジット代々木参宮橋小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩3分

100～100【新築】引越し応援キャンペーン！お客様へ５万円ﾌﾟﾚゼント！82021.0121.28～18.151R～1R7,000～7,00086,000～79,000CASA PIAZZA 西蒲田東急池上線 蓮沼駅 徒歩5分

400～400【新築】フリーレント3ヵ月キャンペーン中！32020.0755.76～45.751LDK～1LDK10,000～10,000263,000～215,000PASEO自由が丘東急東横線 自由が丘駅 徒歩10分

100～100【新築】フリーレント3ヶ月キャンペーン中！！102021.0154.40～23.281LDK～1R15,000～10,000250,000～105,000PASEO武蔵小山Ⅱ東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分

100～100【新築】Wi-Fiインターネット使い放題！2パターンで募集中！72021.0238.67～29.141LDK～1LDK+ロフト5,000～5,000133,000～119,000NOBILIS千川東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩12分

400～400【新築】敷金0・礼金0・フリーレント3ヵ月キャンペーン中！！82020.0726.20～25.751K～1K12,000～12,000133,500～130,000GRAN PASEO 本郷壱岐坂東京メトロ丸の内線 本郷三丁目駅 徒歩4分

100～100【新築】ネット使い放題・マンガ雑誌読み放題202021.0225.67～25.521DK～1DK12,000～12,000124,000～116,000（仮称）プラチナスクエア中野坂上東京メトロ丸の内線 中野坂上駅 徒歩9分

100～100【新築】フリーレント3ヶ月キャンペーン中！！372021.0125.81～25.252K～1R12,000～12,000131,000～114,000GRAN PASEO 新大塚東京メトロ丸の内線 新大塚駅 徒歩3分

100～100築浅分譲仕様マンション42017.0725.55～25.551K～1K12,000～12,00085,000～83,000グランパーク町屋東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩7分

100～100【新築】Wi-Fiインターネット使い放題！全室角部屋、交通アクセス良好52021.0121.30～20.281R～1R9,000～9,00084,000～81,000カサ　ソフィア東京メトロ東西線 木場駅 徒歩6分

100～100【フルリノベーション部屋有！】キノシールドコーティングで抗ウイルス・抗菌施工済31988.0769.08～18.482LDK～1R7,000～7,000293,000～68,000GM神楽坂東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩5分

100～100【新築】お引っ越し応援キャンペーン５万円プレゼント！82021.0239.22～21.661LDK～1R7,000～7,000136,000～88,000CASA PIAZZA 三ノ輪東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分

200～200【新築】お客様へ引っ越し応援キャンペーン10万円プレゼント！112021.0348.69～40.582LDK～1LDK18,000～18,000395,000～321,000ルネサンス六本木プレミアムコート東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩4分

200～200【新築】Ｗｉ-Ｆｉネット使い放題♪フリーレント２カ月キャンペーン中（共益費込）！72020.1228.92～18.311K～1R12,000～12,000114,000～74,000サクラヒル目白通り西武池袋線 桜台駅 徒歩8分

100～100【新築】毎月インターネット使い放題！追い焚き機能付きバス！122021.0321.02～20.451DK～1K8,000～8,00080,000～73,000サニーヒルズMT4西武新宿線 井荻駅 徒歩10分

400～400【新築】敷金0・礼金0・フリーレント3カ月キャンペーン中72020.0847.31～23.961LDK～1K15,000～10,000187,000～119,000GRAN PASEO 白山都営三田線 白山駅 徒歩7分

400～400【新築】敷金0・礼金0・フリーレント3ヶ月キャンペーン中！42020.1143.80～19.761LDK～1R15,000～12,000195,000～88,000PASEO白山Ⅱ都営三田線 白山駅 徒歩8分

400～400【新築】敷金0・礼金0・フリーレント3ヶ月キャンペーン中！62020.1142.04～19.761LDK～1R15,000～12,000191,000～92,000PASEO白山Ⅰ都営三田線 白山駅 徒歩8分

400～400【新築】敷金0・礼金0・フリーレント3カ月キャンペーン中152020.0825.18～25.101K～1K10,000～10,000136,000～125,000GRAN PASEO 神楽坂都営大江戸線 牛込神楽坂駅 徒歩1分

50～50ペット2匹まで可！トランクルーム無料！52006.1131.50～31.501K～1R7,000～7,000118,000～105,000プライマル小石川都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分

400～400【新築】フリーレント3ヵ月キャンペーン中！！452020.1042.02～25.491LDK～1K15,000～12,000205,000～113,000GRAN PASEO 浅草橋都営浅草線 浅草橋駅 徒歩3分

国土交通大臣 免許  (2) 第8459号

TEL FAX http://maedacom.jp/

室内写真や　　　
間取り図などを
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■１棟募集一覧
備考空室数 AD築年広さ(㎡)間取共益費賃料物件名アクセス

400～400【新築】フリーレント3カ月キャンペーン中42020.0639.49～17.211LDK～1R15,000～10,000171,000～99,000PASEO市谷台町Ⅱ都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分

400～400【新築】フリーレント3カ月キャンペーン中42020.0639.85～17.361LDK～1R15,000～10,000172,000～100,000PASEO市谷台町Ⅰ都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分

100～1002021年1月室内大幅リフォーム済み！12007.0422.41～22.411R～1R6,000～6,00060,000～60,000ホウエイコート西国立ＪＲ南武線 矢川駅 徒歩10分

100～100ネット使い放題・内装リニューアル82007.0840.87～20.141LDK～1K15,000～12,000225,000～109,000SQUARE渋谷ＪＲ山手線 渋谷駅 徒歩5分

400～400【新築】フリーレント3ヶ月キャンペーン中32020.0559.41～25.402LDK～1K15,000～10,000278,000～127,000PASEO大崎ＪＲ山手線 大崎駅 徒歩6分

150～150【築浅】フリーレント1ヶ月キャンペーン中！42019.1152.71～27.032LDK～1LDK20,000～15,000348,000～180,000パークルール恵比寿ＪＲ山手線 恵比寿駅 徒歩8分

400～400【新築】フリーレント３ヵ月キャンペーン中52020.0645.97～26.331LDK～1K15,000～12,000209,000～111,000PASEO上野御徒町ＪＲ山手線 御徒町駅 徒歩9分

100～100Ａ/Ｌ・Ｂ/Ｔ別・駐車場・ＳＯＨＯ可22004.0227.79～26.211R～1R12,000～12,000108,000～82,000グレンパーク秋葉原イーストＪＲ山手線 秋葉原駅 徒歩8分

100～100【新築】フリーレント3ヶ月キャンペーン中！！「222021.0125.99～25.821K～1K12,000～12,000125,000～112,000GRAN PASEO 巣鴨ⅡＪＲ山手線 巣鴨駅 徒歩5分

100～100【部屋限定】フリーレント1ヵ月・礼金0ヶ月キャンペーン中！31992.08151.79～48.093LDK～1LDK12,000～12,000468,000～163,000HUNDRED STAY RESIDENCEＪＲ総武線 大久保駅 徒歩3分

敷

■部屋毎募集一覧

金
保証 水風ﾍﾟｯﾄ入居タイプ礼共益費賃料 備考審査 AD築年広さ(㎡)間取号室物件名アクセス

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-1990.092021.03.2419.76A1K10010,00065,0000101ヴィラスカイツリーパートⅡつくばエクスプレス 浅草駅 徒歩9分

100 (^0^)○-○2019.11即56.54I31LDK01110,000116,0000019ARUITTE AOIつくばエクスプレス 青井駅 徒歩1分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2013.032021.04.1728.15D1R10012,00071,0000601ミリアビタNO.22京成本線 京成小岩駅 徒歩5分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2013.032021.03.1925.05C1R10012,00071,0000802ミリアビタNO.22京成本線 京成小岩駅 徒歩5分申

100共有部防犯カメラ4台設置。セキュリティーを重視したハイグレードマンション。品川、新宿、渋谷、新木場まで直通。＼(^0^)／○○○2019.042021.04.1528.50B1DK2008,000105,0000203白楊テラス京急本線 青物横丁駅 徒歩4分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2013.052021.05.0221.23B11K10012,00083,0001204メインステージ平和島Ⅱ京急本線 平和島駅 徒歩4分

1005千円UP1で敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2019.102021.03.1920.28B1K1008,00076,0000102ソレイユ糀谷京急空港線 糀谷駅 徒歩2分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2019.102021.03.1920.28C1K1008,00076,0000103ソレイユ糀谷京急空港線 糀谷駅 徒歩2分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2018.11即30.54B'1DK20011,000128,0000104EXAM 下北沢Ⅱ京王井の頭線 下北沢駅 徒歩9分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2016.082021.03.0725.35AR1K10012,00089,0000102グリシーナ上北沢京王線 上北沢駅 徒歩3分

200☆ハイセキュリティの女性限定マンション☆(^0^)○○-1992.03即22.75C1K0118,00067,0000316アーバン赤堤京王線 下高井戸駅 徒歩4分申

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2005.112021.05.0125.65B1K00012,00093,0000402ヴェルト笹塚ツイン（Ⅰ棟）京王線 笹塚駅 徒歩2分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2005.112021.05.0325.65B1K20012,00087,0000802ヴェルト笹塚ツイン（Ⅰ棟）京王線 笹塚駅 徒歩2分

100角部屋・3面採光・敷地内平置き駐車場(^0^)○--2001.03即48.00--2DK0114,00080,0000101アトリエ鎌倉北総鉄道 新柴又駅 徒歩9分

100アクセス良好！Wi-Fi無料で使えます！ペット飼育可！「下北沢」まで直通3分 「渋谷」まで7分「新宿」まで直通14分＼(^0^)／○○○2017.112021.04.2022.62A21R2009,00081,0000201アパルトメント梅丘グランデ小田急小田原線 梅ケ丘駅 徒歩9分

100【築浅・メゾネット】猫２匹or犬１匹まで飼育可能(^0^)○-○2020.012021.03.1034.36C1LDK01110,000107,0000102ダ・ボンベッキオ日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩4分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2018.062021.04.1939.79C1DK1005,000123,0000201キューエル緑が丘東急大井町線 緑が丘駅 徒歩5分
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■部屋毎募集一覧

金
保証 水風ﾍﾟｯﾄ入居タイプ礼共益費賃料 備考審査 AD築年広さ(㎡)間取号室物件名アクセス

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2006.102021.04.1622.23A11K10012,00095,0000701ヴェルト三軒茶屋Ⅱ東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩4分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2018.092021.03.2342.72D1DK1005,000122,0000202キューエル用賀Ⅱ東急田園都市線 用賀駅 徒歩13分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2018.092021.04.0942.72C21DK1005,000122,0000204キューエル用賀Ⅱ東急田園都市線 用賀駅 徒歩13分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2018.082021.03.2142.72C21LDK1005,000123,0000204キューエル用賀Ⅰ東急田園都市線 用賀駅 徒歩13分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2020.012021.04.1425.50A'1K1006,000103,0000302H.S.S弦巻東急田園都市線 桜新町駅 徒歩4分

100Wi-Fi使い放題：最大1Ｇbｐｓ・雨天・冬は必須!浴室換気乾燥暖房機・24時間受取可能な宅配BOX＼(^0^)／○○-2018.11即21.56C1R00015,00099,0000103MDM池尻大橋Ⅱ東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩12分

200礼金0ヶ月・フリーレント1ヵ月キャンペーン中(^0^;---1990.01即20.91--1K0015,00087,0000505SSビル池尻東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩2分

200礼金0ヶ月キャンペーン中(^0^;---1990.01即20.91--1K0015,00088,0000601SSビル池尻東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩2分

200礼金0ヶ月・フリーレント1ヵ月キャンペーン中(^0^;---1990.01即20.91--1K0015,00090,0000805SSビル池尻東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩2分

50喫煙不可【築浅】ネット無料・ペット可・駅や生活利便施設に近い快適生活を実現できる好立地＼(^0^)／○○-2019.082021.05.0820.00--1K20012,00096,0000101オークプレイス池尻大橋東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩3分

100貴重な振り分けタイプ・ルームシェア可(^0^)○--1988.04即27.76B2K2005,000100,0000102ハイツマリー東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分

150毎月インターネット使い放題！梁が少なく白を基調とした室内＼(^0^)／○○-2014.07即18.90--1R2005,00089,0000402Bliss 駒沢東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩7分

100中目黒駅・デザイナーズ・独立洗面台＼(^0^)／○○-2017.01即18.36B1R02112,00085,0000103iON中目黒West東急東横線 中目黒駅 徒歩5分申

50定期借家4年契約＼(^0^)／○-○1995.032021.05.1087.58A'3LDK02112,000200,0000304PARK SQUARE 学芸大学東急東横線 学芸大学駅 徒歩11分

150スタイリッシュな外観＆モダンなエントランスホールと住空間(^0^;---2007.022021.03.0624.80C1R00112,000110,0000703イプセ学芸大学東急東横線 学芸大学駅 徒歩13分申

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2015.112021.04.1541.49A1LDK10012,000143,0000101VEXA下目黒東急東横線 学芸大学駅 徒歩15分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○-2015.112021.03.0620.76B'1R00010,00084,0000103VEXA下目黒東急東横線 学芸大学駅 徒歩15分

100敷金0礼金0キャンペーン中(^0^)○-○2008.112021.03.2935.51--1DK00010,000132,0000108メゾンド学芸大東急東横線 学芸大学駅 徒歩2分申

100敷金0礼金0キャンペーン中(^0^)○-○2008.11即34.25--1R00010,000132,0000301メゾンド学芸大東急東横線 学芸大学駅 徒歩2分

100【分譲賃貸】最上階！南東向き角部屋・陽当たり、眺望良好！！(^0^)---1980.01即75.91--2LDK10018,000260,0000312ライオンズマンション鉢山東急東横線 代官山駅 徒歩7分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2005.042021.03.2023.95B1K10012,00085,0000402ヴェルト柿の木坂東急東横線 都立大学駅 徒歩10分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-1996.092021.04.1428.86--1K20012,00097,0000202レ・ベント柿の木坂東急東横線 都立大学駅 徒歩8分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2016.092021.04.0321.50D1R10012,00088,0000302グランクルール武蔵小山東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩5分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2015.062021.03.2925.10--1K10012,00087,0000502ブランノワール浅草言問東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2015.062021.04.0625.10--1K10012,00089,0000701ブランノワール浅草言問東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅 徒歩3分

100敷金0礼金0キャンペーン＼(^0^)／○○-2017.092021.03.2014.06--1R+ロフト0003,50060,0000102ハーモニーテラス五反野東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩8分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2011.012021.03.0421.30--1K10012,00075,0000505ハーモニーレジデンス東京イーストコア東武伊勢崎線 曳舟駅 徒歩3分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○-2017.052021.03.2713.90E1R0003,50060,0000106向島PEACE-CUBE東武伊勢崎線 曳舟駅 徒歩9分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○-2006.042021.03.2225.95--1K00012,00068,0000502ル・リオン練馬ノースシティ東武東上線 上板橋駅 徒歩9分

国土交通大臣 免許  (2) 第8459号

TEL FAX http://maedacom.jp/

室内写真や　　　
間取り図などを
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1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2013.092021.03.1825.32B1K20012,000109,0000204ロメック月島東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-1965.052021.04.2426.70--1R1005,00075,0000101カーサKOMONE東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩7分

100Wi-Fiインターネット使い放題【駅近物件】～充実の設備で快適な新生活を～＼(^0^)／○○-2020.032021.04.0219.50--1R2005,00070,0000107ブライトテラス赤塚東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩3分

100ペット飼育可能なデザイナーズ物件・コンクリート打ちっぱなしでお洒落な室内♪(^0^)○-○2016.062021.04.1621.30--1R1009,00086,0000202フェスタ水道東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分

100全居室角部屋・2面採光！空間の「美」の中で生きる。ペット飼育可能！（中型犬1匹or猫2匹）(^0^)○○○2016.122021.04.0925.02--1R01110,00096,0000502CLK茗荷谷東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅 徒歩6分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○-2017.052021.03.2232.58C1LDK20012,000142,0000703ユニバーサルスクエア新中野東京メトロ丸の内線 新中野駅 徒歩1分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○--2004.032021.04.2724.77B'1K20012,000100,0000903カスタリア新宿御苑Ⅱ東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅 徒歩3分

100トランクルーム無料で使用可能！新宿区舟町の「新坂」通り沿いの住宅街に佇む。＼(^0^)／○--2008.102021.03.1735.32D21LDK01112,000158,0000506四谷デュープレックスD-R東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩5分申

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2020.022021.05.0125.52A1DK20012,000135,0000111ハーモニーレジデンス新宿四谷東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩7分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2020.022021.03.3125.52A'1DK20012,000135,0000307ハーモニーレジデンス新宿四谷東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩7分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2020.022021.05.0325.52A1DK20012,000138,0000411ハーモニーレジデンス新宿四谷東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩7分

1003万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2020.022021.03.2240.76D1LDK20015,000247,0000412ハーモニーレジデンス新宿四谷東京メトロ丸の内線 四谷三丁目駅 徒歩7分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2017.082021.04.1116.22--1R+ロフト1005,00072,0000201サクラノテラス北千住Ⅱ東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2017.08即16.30--1R1005,00065,0000101サクラノテラス北千住Ⅰ東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2017.082021.03.0617.21--1R1005,00066,0000103サクラノテラス北千住Ⅰ東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩9分

1002万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-1999.032021.03.1452.83--2LDK10020,000280,0000205ビヴァーチェ赤坂東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2004.082021.04.1522.42A1K20012,00087,0000307ヴェルト湯島東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2004.082021.03.0321.58D21K20012,00085,0001003ヴェルト湯島東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○--2003.042021.04.1340.49A1LDK10012,000168,0000803カスタリア水天宮東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分

100ミラブルプレゼント！敷0礼0キャンペーン中＼(^0^)／○--2003.04即30.88C1R00012,000113,0000703カスタリア水天宮Ⅱ東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分

100ミラブルプレゼント！敷0礼0キャンペーン中＼(^0^)／○--2003.04即30.88C1R00012,000115,0000903カスタリア水天宮Ⅱ東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分

100ミラブルプレゼント！敷0礼0キャンペーン中＼(^0^)／○--2003.04即31.14E1R00012,000122,0001205カスタリア水天宮Ⅱ東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2014.082021.04.0943.99D1LDK10012,000160,0000604アルテシモ　プリマ東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩7分

100Wi-Fiインターネット無料！敷金0・礼金0キャンペーン中！！＼(^0^)／○○-2019.062021.04.2023.41B31K00012,00083,0000302CERES住吉東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩5分

1002万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-1997.122021.04.1037.63--1LDK20012,000145,0000205ヴィラージュ南青山東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩10分

100恵比寿』『渋谷』『品川』まで10分以内でアクセス可能！　ペットと暮らせる高級賃貸マンション　(^0^)○○○2009.032021.04.0426.78C21R2008,000118,0000205レジデンシャルステート白金東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩7分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2018.012021.03.2511.41--1R+ロフト1003,50063,0000105ハーモニーテラス王子神谷東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2018.02即11.41--1R+ロフト1003,50064,0000203ハーモニーテラス神谷東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2018.022021.03.0811.13--1R+ロフト1003,50062,0000102ハーモニーテラス神谷Ⅱ東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩9分

国土交通大臣 免許  (2) 第8459号

TEL FAX http://maedacom.jp/
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150高さ約140cmロフト付・カラーTVモニター付オートロック・雨天や冬は必須!浴室換気乾燥暖房機等設備充実！(^0^)○--2017.032021.04.1413.03C1R+ロフト1009,00060,0000103スエルテ小竹東京メトロ副都心線 小竹向原駅 徒歩6分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2017.092021.03.2911.20--1R+ロフト1003,50063,0000201フリングホルニ東京メトロ副都心線 千川駅 徒歩8分申

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○-2020.032021.04.0918.48B1R20010,00075,0000202ルリアン南砂町東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩5分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○-2017.122021.04.0311.84--1R+ロフト2003,50063,0000101グリーンテラス東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2016.072021.04.1225.08E21R10012,00085,0000303ラヴィエント浅草言問東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2016.07即25.08E11R10012,00085,0000404ラヴィエント浅草言問東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2016.072021.04.2927.34H1K10012,00088,0000806ラヴィエント浅草言問東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2004.022021.04.1418.27--1K+ロフト10010,00068,0000303ソレイユ新桜台西武有楽町線 新桜台駅 徒歩3分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2018.062021.05.0312.38--1R+ロフト1003,50064,0000201ハーモニーテラス長崎西武池袋線 椎名町駅 徒歩5分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2014.082021.04.1424.82D1R10010,00073,0000201ブランシェ中村橋西武池袋線 中村橋駅 徒歩7分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2016.032021.04.1426.91--1DK1007,00092,0000201キングハウス新桜台西武池袋線 桜台駅 徒歩7分

100礼金0キャンペーン中・ネット無料(^0^;---1991.05即57.00B3DK00112,000100,0000603セルリアン・シティ西武池袋線 東久留米駅 徒歩4分申

100礼金0キャンペーン中・ネット無料(^0^;---1991.05即57.00C3DK00112,000101,0000806セルリアン・シティ西武池袋線 東久留米駅 徒歩4分申

100礼金0キャンペーン中・ネット無料(^0^;---1991.05即52.25A2SDK00112,00098,0001001セルリアン・シティ西武池袋線 東久留米駅 徒歩4分

100ハイグレードRCマンション各住戸専用のトランクルーム付きです！「池袋」まで直通13分 「渋谷」まで直通25分の好立地＼(^0^)／○○○2020.062021.05.0121.32B1K2007,00075,0000202CASA GRAZIE 練馬富士見台西武池袋線 富士見台駅 徒歩6分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2006.082021.04.2820.16A21K10012,00073,0000305ヴェルト中野上鷺宮西武新宿線 下井草駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2015.032021.03.1518.42B1R1005,00067,0000106ブライトハウス都立家政西武新宿線 都立家政駅 徒歩5分

100駅近！！防犯面強化物件・ＡＬＳＯＫ　ＬＯＣＫ導入(^0^)---1984.112021.03.2020.00--1K1005,00051,0000202ソレイユ鷺宮西武新宿線 都立家政駅 徒歩7分

100駅近！！防犯面強化物件・ＡＬＳＯＫ　ＬＯＣＫ導入、陽当り良好、大型収納あります♪(^0^)---1984.112021.04.2120.00--1K1005,00049,0000203ソレイユ鷺宮西武新宿線 都立家政駅 徒歩7分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2018.032021.04.1115.54--1R1005,00065,0000101ブライトテラス本蓮沼都営三田線 本蓮沼駅 徒歩5分

100水道橋駅で徒歩3分、利便性の良い立地の分譲タイプ【高級マンション】モダンで洗練された外観デザインの建物＼(^0^)／○○-2014.042021.05.2041.63--1LDK10015,000170,0000802リヴシティ本郷都営三田線 水道橋駅 徒歩3分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2004.012021.04.2420.44D1K00012,00070,0000304ヴェルト板橋EAST都営三田線 板橋本町駅 徒歩3分

100フリーレント１ヶ月キャンペーン中！！毎月インターネット使い放題♪(^0^)○--2019.11即25.01C'1K0008,00089,0000203フィールコンフォート板橋仲宿都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩2分

100フリーレント１ヶ月キャンペーン中！！毎月インターネット使い放題♪(^0^)○--2019.11即22.08A'1K0008,00088,0000301フィールコンフォート板橋仲宿都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩2分

100フリーレント１ヶ月キャンペーン中！！毎月インターネット使い放題♪(^0^)○--2019.11即22.28B'1K0008,00086,0000302フィールコンフォート板橋仲宿都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩2分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○-2017.122021.03.0310.46--1R+ロフト0003,50065,0000203ハーモニーテラス滝野川都営三田線 西巣鴨駅 徒歩5分申

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○-2016.10即10.92--1R+ロフト0003,50060,0000101スフレS都営三田線 西巣鴨駅 徒歩6分申

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○-2016.102021.03.0710.92--1R+ロフト0003,50063,0000205スフレS都営三田線 西巣鴨駅 徒歩6分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2015.032021.04.0725.42A1K00012,00075,0000316ハーモニーレジデンス東京アーバンスクエア都営三田線 蓮根駅 徒歩6分

国土交通大臣 免許  (2) 第8459号

TEL FAX http://maedacom.jp/

室内写真や　　　
間取り図などを
ダウンロード！

※当社の物件は全て広告掲載可能です。　　担当：及川 l@maedacom.jp

03-3770-3000 03-3770-4555
〒150-0043  東京都渋谷区道玄坂2-19-6　スクエア渋谷
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100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2015.032021.04.1125.44B'1K00012,00075,0000407ハーモニーレジデンス東京アーバンスクエア都営三田線 蓮根駅 徒歩6分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2015.092021.03.1525.43B1K10012,000108,0001002ハーモニーレジデンス早稲田都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩1分

200都心に佇むスタイリッシュデイナーズマンション(^0^;○--2007.01即28.26C'1K00112,000110,0000207イプセ新宿若松町都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩4分

200礼金0ヶ月キャンペーン中(^0^;○--2007.012021.03.2026.75A'1K00112,000113,0000403イプセ新宿若松町都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩4分

200礼金0キャンペーン中(^0^;○--2007.01即26.75B1K00112,000116,0000702イプセ新宿若松町都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩4分

200都心に佇むスタイリッシュデイナーズマンション(^0^;○--2007.01即26.75A1K00112,000114,0000801イプセ新宿若松町都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩4分

200礼金0ヶ月キャンペーン中(^0^;○--2007.012021.03.0628.34C21K00112,000117,0000804イプセ新宿若松町都営大江戸線 牛込柳町駅 徒歩4分

50大学・大使館が立ち並ぶ賑わいあるエリア・駅近の利便性を兼備えた立地(^0^)○--1997.06即53.52D21LDK01110,000178,0000504サンテラス芝公園都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩2分

10012畳以上確保の空間(^0^)○--1997.06即34.81C1K01110,000120,0000703サンテラス芝公園都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩2分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2018.022021.04.2944.92F1LDK20015,000220,0000106ハーモニーレジデンス新宿EAST都営大江戸線 東新宿駅 徒歩3分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2018.022021.05.0626.35A1K20012,000128,0000706ハーモニーレジデンス新宿EAST都営大江戸線 東新宿駅 徒歩3分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2010.032021.04.1027.74C'1K10012,000107,0000103アペルト西新宿都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩6分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2010.032021.04.1222.49A'1K10012,000112,0000602アペルト西新宿都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩6分

100インターネット・Wi-Fi使い放題！全室角部屋！先進のIoT対応マンションです！(^0^)---2020.082021.04.0927.00C1K0009,000120,0000401タスキCRASSO門前仲町都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩2分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2018.062021.03.0810.51--1R+ロフト1003,50073,0000205ハーモニーテラス若松町都営大江戸線 若松河田駅 徒歩1分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2015.082021.04.0425.90B1K10012,00090,0000302グラウンデュークス本所都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩7分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2015.082021.04.1425.90A1K10012,00094,0000601グラウンデュークス本所都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩7分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2007.092021.04.2927.13E1R10012,00082,0000804レガスタ浅草都営浅草線 浅草駅 徒歩10分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○--2003.042021.04.0321.55B1K10012,00087,0001303カスタリア東日本橋Ⅲ都営浅草線 東日本橋駅 徒歩1分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2002.122021.04.1041.50C1LDK20012,000130,0000302ヴェルト日本橋都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分

50毎月Wi-Fiインターネット無料！浴室テレビ、ミストサウナで心地良い暮らし。ペットの飼育も可。＼(^0^)／○○○2019.022021.04.2044.87--1LDK2005,000128,0000203ブライトテラス大島都営新宿線 大島駅 徒歩2分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2014.092021.04.0725.82B1K00012,00095,0000302ハーモニーレジデンス清澄白河都営新宿線 菊川駅 徒歩9分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2014.112021.04.1026.25A4'1K20012,00093,0001102ハーモニーレジデンス森下ステーションフロント都営新宿線 森下駅 徒歩1分申

100角部屋・2面採光の明るい室内・駅近物件！通勤通学に便利♪(^0^)○○-2015.112021.04.1425.08A1K01012,000108,0000601APPLE RESIDENCE水道橋ＪＲ中央本線 水道橋駅 徒歩2分

100角部屋・2面採光の明るい室内・駅近物件！通勤通学に便利♪(^0^)○○-2015.112021.05.0425.08B1K01012,000112,0000902APPLE RESIDENCE水道橋ＪＲ中央本線 水道橋駅 徒歩2分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-1991.062021.03.1217.42A2w1K10010,00060,0000509藤和シティコープ三鷹南ⅡＪＲ中央線 三鷹駅 徒歩3分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2015.092021.05.0133.34A1LDK20012,000135,0000801ベルジュール武蔵野中町ＪＲ中央線 三鷹駅 徒歩3分

100インターネット使い放題♪ペット飼育可能デザイナーズアパートメント・最新浴室ミストサウナ・テレビ付き！＼(^0^)／○○○2014.032021.03.2044.32--1LDK2009,000139,0000202キングハウス吉祥寺A棟ＪＲ中央線 吉祥寺駅 徒歩10分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2020.032021.04.1137.57D1DK00012,000148,0000104PARK SQUARE 荻窪ＪＲ中央線 荻窪駅 徒歩5分
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TEL FAX http://maedacom.jp/

室内写真や　　　
間取り図などを
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100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2020.032021.04.2025.15F1R00012,000110,0000205PARK SQUARE 荻窪ＪＲ中央線 荻窪駅 徒歩5分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2020.03即30.92E1R00012,000113,0000304PARK SQUARE 荻窪ＪＲ中央線 荻窪駅 徒歩5分申

150ペット可・デザイナーズマンション(^0^)--○2017.022021.04.2321.25B1R20015,00082,0000101La Perla OgikuboＪＲ中央線 荻窪駅 徒歩6分

100築浅デザイナーズアパートメント・ペット可(^0^)○-○2017.09即39.89A31DK0116,000129,0000102ARUITTE NISHIOGIKUBOＪＲ中央線 西荻窪駅 徒歩3分申

100デザイナーズアパートメント・ペット可(^0^)○-○2017.09即39.89A21DK0116,000129,0000103ARUITTE NISHIOGIKUBOＪＲ中央線 西荻窪駅 徒歩3分申

100敷0・礼0・保0・駅徒歩6分・オートロック(^0^)○--1986.11即19.11--1R0005,00048,0000205国立ヒルズＪＲ中央線 国立駅 徒歩6分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2015.082021.04.2347.63D1LDK20012,000120,0000404グレイス綾瀬ＪＲ常磐線 綾瀬駅 徒歩3分申

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2020.032021.04.1032.10A11LDK20012,00093,000010ENEOグレイス綾瀬ＪＲ常磐線 綾瀬駅 徒歩4分申

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2001.012021.05.1026.00--1K2005,00090,0000101ハイツ水原ＪＲ山手線 渋谷駅 徒歩8分

100インターネット使い放題マンション・東京、山手線内に住まうこの上ない贅沢(^0^)○○-2018.02即19.60F1R0118,00082,0000203CERES北大塚ＪＲ山手線 大塚駅 徒歩5分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2014.092021.04.1120.55A31K10012,00088,0000401ハーモニーレジデンス山手大塚ＪＲ山手線 大塚駅 徒歩5分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2014.092021.04.1220.55A4'1K10012,00088,0000403ハーモニーレジデンス山手大塚ＪＲ山手線 大塚駅 徒歩5分

1002万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2014.032021.04.0148.39P1LDK20012,000187,0001401パティオ神田ＪＲ山手線 神田駅 徒歩6分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2015.122021.03.1025.33A21R20012,000103,0000305スクエアガーデン池袋ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩5分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2015.122021.04.1025.33A21R20012,000105,0000803スクエアガーデン池袋ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩5分

1001万円UPで敷0礼0保0プラン有＼(^0^)／○○-2015.122021.04.0125.33A11R20012,000107,0000902スクエアガーデン池袋ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩5分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2016.032021.04.0520.65B1K00012,00086,0000602ハーモニーレジデンス池袋#003ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩6分申

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2016.032021.03.0420.65A1K00012,00087,0000901ハーモニーレジデンス池袋#003ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩6分申

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2016.032021.03.0420.65A'1K00012,00087,0000904ハーモニーレジデンス池袋#003ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩6分申

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2016.032021.04.1920.65A1K00012,00088,0001001ハーモニーレジデンス池袋#003ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩6分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2016.032021.04.1020.65A1K00012,00088,0001201ハーモニーレジデンス池袋#003ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩6分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2012.032021.05.1620.72B'1K10012,00085,0000404ハーモニーレジデンス池袋ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2012.032021.04.1420.72B1K10012,00085,0000505ハーモニーレジデンス池袋ＪＲ山手線 池袋駅 徒歩9分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2005.012021.04.1922.72A1K20012,000105,0000201ヴェルト新宿ＪＲ山手線 新宿駅 徒歩11分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2005.012021.04.1422.23B'1K20012,000105,0001003ヴェルト新宿ＪＲ山手線 新宿駅 徒歩11分

1002パターン募集不可＼(^0^)／○○○2018.082021.04.1125.50A21K20012,000125,0000107ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EASTＪＲ山手線 新宿駅 徒歩7分

1001万円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2006.102021.03.2636.00D1LDK10012,000145,0000104エルヴィータ代々木ＪＲ山手線 新宿駅 徒歩8分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2001.032021.03.1620.44D1K10012,00085,0000304パレ・ホームズ天王洲ＪＲ山手線 品川駅 徒歩13分

50ネット使い放題・ペット中型犬まで可能・下町の豊かな人情と風情を味わいながらの生活＼(^0^)／○○○2017.062021.05.0225.02A11DK20010,00099,0000205キングハウス巣鴨ＪＲ山手線 巣鴨駅 徒歩10分
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100分譲賃貸マンション(^0^)○○-2012.052021.03.3025.56C1K01012,00081,0000403エグザレガーロ西日暮里ＪＲ山手線 日暮里駅 徒歩9分

50礼金0キャンペーン中・駐車場、駐輪場、バイク置場完備＼(^0^)／○○○2007.122021.04.2222.50B'1K00110,00072,0000603SQUARE潮見ＪＲ京葉線 潮見駅 徒歩4分

- --○○○2007.122021.04.010.00----001024,200PK12SQUARE潮見ＪＲ京葉線 潮見駅 徒歩4分

1001フロア2世帯、全部屋角部屋仕様。品川駅まで直通5分。ハイアクセス賃貸マンション。＼(^0^)／○-○2019.12即31.76A21LDK10012,000125,0000602クラシティ大森山王ＪＲ京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩10分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-1998.022021.04.1422.52--1K10010,00075,0000302アルトゥーラ山王ＪＲ京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩4分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2018.062021.04.2511.79--1R+ロフト1003,50060,0000106ハーモニーテラス栄町ⅡＪＲ京浜東北・根岸線 王子駅 徒歩9分

100敷金0礼金0キャンペーン＼(^0^)／○○○2010.032021.04.0923.07A1R00010,00074,0001ALa casa di junoＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩11分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2010.082021.03.3022.40D11K10012,00077,0000705メインステージ西蒲田ＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩7分

200礼金0ヶ月キャンペーン中！(^0^;---2007.02即24.15B21R00112,00069,0000102イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分申

200礼金0ヶ月キャンペーン中(^0^;---2007.02即24.90C21R00112,00076,0000103イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分申

200礼金0ヶ月キャンペーン中(^0^;---2007.022021.03.2023.02G21R00112,00078,0000214イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分

200礼金0ヵ月キャンペーン中！！(^0^;---2007.02即24.15B21R00112,00072,0000302イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分

200礼金0ヶ月キャンペーン中(^0^;---2007.02即23.02H21R00112,00068,0000320イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分

200礼金0キャンペーン中！！(^0^;---2007.02即23.02G11R00112,00079,0000321イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分申

200礼金0ヶ月キャンペーン中(^0^;---2007.02即24.90C11R00112,00082,0000404イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分

200礼金0キャンペーン中！(^0^;---2007.022021.03.2824.15B21R00112,00082,0000502イプセ蒲田WESTＪＲ京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩8分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2017.062021.03.2920.11--1R+ロフト1003,50073,0000101スカイブレスＪＲ総武線 小岩駅 徒歩6分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2008.022021.04.2424.09B1K10012,00076,0000302エクアス錦糸町ＪＲ総武線 錦糸町駅 徒歩10分

100インターネット使い放題・全部屋角部屋・二面採光・こだわりの設備仕様を採用＼(^0^)／○○○2016.03即23.95C1R01110,000114,0000302La Perla SendagayaＪＲ総武線 千駄ケ谷駅 徒歩6分

100ペット可・インターネット使い放題・全部屋角部屋・二面採光・こだわりの設備仕様を採用＼(^0^)／○○○2016.03即23.95C1R01110,000114,0000402La Perla SendagayaＪＲ総武線 千駄ケ谷駅 徒歩6分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2016.122021.03.1425.93B'1K10012,00082,0000504ジュイールパルフェ平井ＪＲ総武線 平井駅 徒歩8分

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○2008.09即23.68B1K00012,00075,0000402Ｇ･コンフォート亀戸7丁目ＪＲ総武線 亀戸駅 徒歩9分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2014.052021.04.0129.65D1R+ロフト1005,000105,0000301キングハウス飯田橋ＪＲ総武線 飯田橋駅 徒歩11分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2013.03即26.13B1K10012,00080,0000402LEXE東京NorthＪＲ高崎線 尾久駅 徒歩1分申

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2013.032021.04.3026.25C1K10012,00083,0000703LEXE東京NorthＪＲ高崎線 尾久駅 徒歩1分

50駅や生活利便施設に近い都市生活の快適さを実現できる好立地(^0^)○--2009.05即20.52C41K1008,00079,0000306グローバン板橋ＪＲ埼京線 板橋駅 徒歩2分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○-2009.052021.04.2823.25D1K10012,00079,0000307グローバン板橋ＪＲ埼京線 板橋駅 徒歩2分

1005千円UPで敷0礼0保0プランあり＼(^0^)／○○○2018.072021.04.1421.62E1K10012,00080,0000302ルクス板橋ＪＲ埼京線 板橋駅 徒歩5分

100分譲マンション☆浴室テレビ☆ミストサウナ☆付の癒しマンション！！ペット可飼育可能。(^0^)○○○2011.072021.03.2222.95B21K01010,00084,0000802ハウスセゾン新板橋ＪＲ埼京線 板橋駅 徒歩6分

国土交通大臣 免許  (2) 第8459号

TEL FAX http://maedacom.jp/

室内写真や　　　
間取り図などを
ダウンロード！

※当社の物件は全て広告掲載可能です。　　担当：及川 l@maedacom.jp

03-3770-3000 03-3770-4555
〒150-0043  東京都渋谷区道玄坂2-19-6　スクエア渋谷

空室物件一覧
＼(^0^)／　審査問題ありません（エムぞう） (^0^)　審査少々あり (^0^;　審査あり
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敷

■部屋毎募集一覧

金
保証 水風ﾍﾟｯﾄ入居タイプ礼共益費賃料 備考審査 AD築年広さ(㎡)間取号室物件名アクセス

100敷金0礼金0キャンペーン中＼(^0^)／○○○1989.012021.03.2023.33--1K10010,00053,0000308パレ・ドール巣鴨西ＪＲ埼京線 板橋駅 徒歩6分申

国土交通大臣 免許  (2) 第8459号

TEL FAX http://maedacom.jp/

室内写真や　　　
間取り図などを
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