
南北線

東京を南北に縦断する路線︕

東京都品川区の目黒駅から北区の赤羽岩淵駅を結ぶ東京地下鉄が
運営する鉄道路線です。
東京を南北に走っている電車の為、JR が遅延や事故等で使えなく
なった際に代替利用する際も便利です。
全ドアに事故防止のホームドアが設置されている為、事故も発生
しにくく安全面に配慮されています。
紅葉が綺麗な六義園のある駒込駅、東京ドームのある後楽園駅等
観光スポットも多く点在する路線です。

※　　 の数字は「目黒駅」から、おおよその乗車時間を表しています。
※　乗り換え時間は含みません。
※　ラッシュ時は表記分数より時間がかかります。
※　駅・乗車時間のデータは 2021 年 10 月のものです。
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王子

　家賃　～　5.0 万円　以内

王子神谷 志茂 赤羽岩淵 川口元郷 南鳩ヶ谷

駅　　名：東十条駅　徒歩 14 分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2016 年 12 月
構　　造：木造 2階建　2階部分
専有面積：7.25 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・洗面所独立
　　　　　 IH クッキングヒーター・家具家電付き・収納
備　　考：常時ゴミ出し可

東京メトロ南北線

アパート

駅　　名：東十条駅　徒歩 8分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1978 年 3月
構　　造：木造 2階建　2階部分
専有面積：14.87 ㎡
設　　備：エアコン・2口コンロ・バストイレ同室
　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング・CATV
備　　考：追焚機能
　　　　　 

駅　　名：王子駅　徒歩 13 分
敷　　金：１ヶ月　／　礼　　金：１ヶ月
築 年 月：1991 年 2月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：16.00 ㎡
設　　備：エアコン・ガスコンロ・フローリング・ロフト
　　　　　 CATV・テラス
備　　考：コインランドリー利用可・駐輪場付

39,800 円（管理費 10,000 円）

駅　　名：王子神谷駅　徒歩 15 分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1980 年 1月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：20.00 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・インターネット対応
　　　　　 バストイレ別・収納・ガスコンロ
備　　考：追焚機能

49,000 円（管理費 1,000 円）

バス
トイレ別

オート
ロック

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上 室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

46,000 円（管理費 2,000 円）

42,000 円（管理費 1,000 円）アパート

アパートアパート
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　家賃　5.1 万円　～　6.0 万円　以内

駅　　名：王子駅　徒歩 5分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：１ヶ月
築 年 月：1966 年 12 月
構　　造：RC造 6階建　5階部分
専有面積：27.51 ㎡
設　　備：エアコン・家具家電付き・ フローリング
　　　　　都市ガス・クローゼット・バルコニー
備　　考：小型犬飼育可能、駐輪場付
           
　　　　　

室内洗濯
機置場

2 階以上

東京メトロ南北線

50,000 円（管理費 10,000 円）

駅　　名：志茂駅　徒歩１分
敷　　金：０ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2020 年 1月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：10.53 ㎡
設　　備：エアコン・システムキッチン・ロフト
　　　　　 室内洗濯機置場・光ファイバー・フローリング
　　　　　 プロパンガス
　　　　　 

52,500 円（管理費 3,500 円）

駅　　名：志茂駅　徒歩６分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2018 年 12 月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：12.00 ㎡
設　　備：エアコン・プロパンガス・ロフト
　　　　　 インターネット対応・室内洗濯機置場
           

アパート 56,500 円（管理費 3,500 円）

駅　　名：王子駅　徒歩６分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1970 年 12 月
構　　造：木造 2階建　2階部分
専有面積：18.03 ㎡
設　　備：エアコン・バストイレ別・インターネット対応
　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング・シューズボックス
           

59,000 円（管理費 なし）

オート
ロック

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

オート
ロック

室内洗濯
機置場

オート
ロック

2 階以上 バス
トイレ別

王子 王子神谷 志茂 赤羽岩淵 川口元郷 南鳩ヶ谷

マンション アパート

アパート

バス
トイレ別

バス
トイレ別

2 階以上

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場
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　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

駅　　名：志茂駅　徒歩５分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2018 年 8月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：12.65 ㎡
設　　備 : エアコン・温水洗浄便座・フローリング
　　　　   プロパンガス・インターネット対応
　　　　   ロフト・ＴＶモニター付インターホン
　　　　　

東京メトロ南北線

56,500 円（管理費 3,500 円）

駅　　名：王子神谷駅　徒歩 5分
敷　　金：０ヶ月　／　礼　　金：０ヶ月
築 年 月：2014 年 8月
構　　造：木造 2階建　2階部分
専有面積：14.90 ㎡
設　　備：エアコン・シューズボックス・室内物干し
　　　　　 浴室乾燥機・室内洗濯機置場
備　　考：常時ゴミ出し可

60,000 円（管理費 4,000 円）

駅　　名：王子駅　徒歩７分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2019 年 3月
構　　造：木造 2階建　2階部分
専有面積：12.76 ㎡
設　　備：エアコン・インターネット・ロフト・温水洗浄便座
　　　　　 ディンプルキー・モニタ付インターホン

62,000 円（管理費 3,500 円）

駅　　名：東十条駅　徒歩 11 分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：2020 年 11 月
構　　造：RC造 5階建　1階部分
専有面積：15.30 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・宅配ボックス
　　　　　 光ファイバー・ディンプルキー

マンション 62,000 円（管理費 7,000 円）

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

2 階以上
バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

オート
ロック

オート
ロック

オート
ロック

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

王子 王子神谷 志茂 赤羽岩淵 川口元郷 南鳩ヶ谷

アパート アパート

アパート

2 階以上

2 階以上
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　家賃　5.1 万円　～　6.0 万円　以内

駅　　名：志茂駅　徒歩 7分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1992 年 5月
構　　造：RC造 4階建　3階部分
専有面積：17.16 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・収納
　　　　　 インターネット・フローリング・バルコニー
備　　考：駐輪場付、分譲賃貸マンション

室内洗濯
機置場

2 階以上オート
ロック

東京メトロ南北線

マンション 48,000 円（管理費 5,500 円）

駅　　名：赤羽駅　徒歩 15 分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1994 年 9月
構　　造：RC造 3階建　1階部分
専有面積：15.25 ㎡
設　　備：エアコン・浴室乾燥機・モニタ付インターホン
　　　　　インターネット対応・室内洗濯機置場・角部屋

マンション 52,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：赤羽岩淵駅　徒歩 7分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2017 年 6月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：11.16 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・光ファイバー・角部屋
　　　　　 モニタ付インターホン・宅配ボックス・フローリング
  

55,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：赤羽駅　徒歩 3分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1988 年 7月
構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分
専有面積：16.81 ㎡
設　　備：エアコン・室内洗濯機置場・都市ガス
　　　　　 収納・フローリング・CATV
備　　考：駐輪場付
           

マンション 55,000 円（管理費 なし）

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

オート
ロック

オート
ロック

室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

赤羽岩淵 川口元郷 南鳩ヶ谷 鳩ヶ谷 新井宿 戸塚安行

アパート

バス
トイレ別

バス
トイレ別

2 階以上

2 階以上
バス
トイレ別
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四ツ谷

　家賃　～　6.0 万円　以内

市ヶ谷 飯田橋 東大前 本駒込

東京メトロ南北線

アパート

駅　　名：東大前駅　徒歩 14 分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1988 年 9月
構　　造：軽量鉄骨造 2階建　1階部分
専有面積：17.71 ㎡
設　　備：エアコン・温水洗浄便座・フローリング
　　　　　室内洗濯機置場・収納・都市ガス

55,000 円（管理費 なし） 58,000 円（管理費 なし）

駅　　名：市ヶ谷駅　徒歩 7分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1987 年 1月
構　　造：RC造 5階建　1階部分
専有面積：15.00 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・光ファイバー
　　　　　 モニタ付インターホン・都市ガス

マンション 60,000 円（管理費 なし）

オート
ロック

2 階以上
バス
トイレ別

オート
ロック

2 階以上

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

室内洗濯
機置場

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

後楽園

アパート

室内洗濯
機置場

駅　　名：後楽園駅　徒歩 13 分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1993 年 3月
構　　造：木造 2階建　2階部分
専有面積：16.00 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・バルコニー
　　　　　収納・都市ガス・インターネット
備　　考：駐輪場付、男性限定　　　　　

バス
トイレ別

駅　　名：信濃町駅　徒歩６分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1984 年 5月
構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分
専有面積：15.00 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・クローゼット・都市ガス

マンション 58,000 円（管理費 1,000 円）

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上
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東京メトロ南北線

駅　　名：西ヶ原駅　徒歩 3分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1994 年 11 月
構　　造：木造 2階建　2階部分
専有面積：16.56 ㎡
設　　備：エアコン・追い焚き機能付・シューズボックス
　　　　　 室内洗濯機置場・ 二面採光・最上階

50,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：西ヶ原駅　徒歩 10 分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1989 年 5月
構　　造：RC造 7階建　2階部分
専有面積：17.00 ㎡
設　　備：エアコン・電気コンロ・クローゼット・バルコニー
　　　　　 光ファイバー・室内洗濯機置場・フローリング 

55,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：東大前駅　徒歩 7分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1997 年 8月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：18.63 ㎡
設　　備：エアコン・光ファイバー・バルコニー
　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング・シューズボックス

60,000 円（管理費 なし）

バス
トイレ別

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）

 

室内洗濯
機置場

2 階以上

東大前 本駒込 駒込 王子 王子神谷

　家賃　～　6.0 万円　以内

西ヶ原

アパート マンション

アパート

オート
ロック

2 階以上

バス
トイレ別

オート
ロック

室内洗濯
機置場

2 階以上

駅　　名：西ヶ原駅　徒歩２分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2007 年 3月
構　　造：木造 2階建　1階部分
専有面積：14.97 ㎡
設　　備：エアコン・IH クッキングヒーター・室内洗濯機置場
　　　　　クローゼット・二面採光・モニタ付インターホン

バス
トイレ別

室内洗濯
機置場

アパート 60,000 円 （管理費 なし）

オート
ロック

2 階以上
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　家賃　6.1 万円　～　7.0 万円　以内

駅　　名：駒込駅　徒歩 10 分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1989 年 4月
構　　造：鉄骨造 3階建　2階部分
専有面積：20.00 ㎡
設　　備：エアコン・室内洗濯機置場・フローリング
　　　　    ガスコンロ・インターネット対応・バルコニー

東京メトロ南北線

マンション 66,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：西ヶ原駅　徒歩 10 分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1998 年 4月
構　　造：RC造 3階建　1階部分
専有面積：21.00 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・インターネット対応
　　　　　 バルコニー・室内洗濯機置場・二面採光
備　　考：駐輪場

マンション 67,000 円（管理費 3,000 円）

駅　　名：駒込駅　徒歩 7分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：2006 年 10 月
構　　造：鉄骨造 4階建　1階部分
専有面積：18.00 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・ディンプルキー
　　　　　温水洗浄便座・収納・ＣＡＴＶ・バルコニー
備　　考：女性限定・二面採光

マンション 67,000 円（管理費 なし）

駅　　名：本駒込駅　徒歩 4分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1990 年 3月
構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分
専有面積：21.66 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・ＣＡＴＶ・収納
　　　　　 バストイレ別・室内洗濯機置場
備　　考：駐輪場

マンション 70,000 円（管理費 なし）

こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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目黒

　家賃　～　7.0 万円　以内

白金台 白金高輪 六本木一丁目 溜池山王

駅　　名：白金台駅　徒歩４分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1985 年 12 月
構　　造：RC造 4階建　1階部分
専有面積：14.52 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・バルコニー
　　　　　 IH コンロ・地上デジタル・収納・敷地内ゴミ置場
備　　考：コインランドリー利用可　　　　　

東京メトロ南北線

60,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：白金高輪駅　徒歩 8分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1985 年 4月
構　　造：鉄骨鉄筋コンクリート造 11 階建　3階部分
専有面積：13.65 ㎡
設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター・光ファイバー
　　　　　 エレベーター・フローリング
備　　考：事務所利用可　　　　　 

マンション 60,000 円（管理費 7,000 円）

駅　　名：目黒駅　徒歩 10 分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1991 年 9月
構　　造：鉄筋コンクリート造 3階建　3階部分
専有面積：17.01 ㎡
設　　備：エアコン・ＩＨクッキングヒーター・オートロック
　　　　　 室内洗濯機置場・バルコニー

マンション 64,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：目黒駅　徒歩 5分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：１ヶ月
築 年 月：2000 年 3月
構　　造：鉄骨造 3階建　1階部分
専有面積：15.00 ㎡
設　　備：エアコン・フローリング・オートロック・収納
　　　　　 シューズボックス・ミニ冷蔵庫付・ディンプルキー

マンション 68,000 円（管理費 2,000 円）
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こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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　家賃　7.1 万円　～　8.0 万円　以内

駅　　名：麻布十番駅　徒歩 6分
敷　　金：9万円　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2002 年 5月
構　　造：RC造 10 階建　2階部分
専有面積：20.44 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・システムキッチン
　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング・常時ゴミ出し可能
　　　　　 収納・バルコニー           

室内洗濯
機置場

2 階以上

東京メトロ南北線

70,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：高輪台駅　徒歩 4分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：2005 年 2月
構　　造：鉄筋コンクリート造 3階建　1階部分
専有面積：20.48 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・ガスコンロ
　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング
　　　　　 モニタ付インターホン

マンション 75,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：麻布十番駅　徒歩 5分
敷　　金：0ヶ月　／　礼　　金：1ヶ月
築 年 月：1997 年 4月
構　　造：鉄骨造 6階建　2階部分
専有面積：19.73 ㎡
設　　備：エアコン・IH コンロ・オートロック
　　　　　 インターホン・フローリング・エレベーター
備　　考：麻布十番商店街付近           

75,000 円（管理費 5,000 円）

駅　　名：白金高輪駅　徒歩 8分
敷　　金：1ヶ月　／　礼　　金：0ヶ月
築 年 月：1994 年 2月
構　　造：RC造 6階建　2階部分
専有面積：18.20 ㎡
設　　備：エアコン・オートロック・光ファイバー
　　　　　 室内洗濯機置場・フローリング・エレベーター・収納

マンション 79,000 円（管理費 なし）
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こちらの物件情報は、相場の参考資料としてご覧下さい。最新情報につきましては、直接お問い合わせ下さい。（ヘヤギメ！学生サポート：0120-39-0020）
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